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先達の“ヒント”から学ぶ
―“スピーチ”と“面接”について―
国際教育研究所顧問

伊藤卓治

授業の現場を離れてから、かなりの年月が経っている。目新しいことはないが、現役の
時、羽鳥博愛先生からお聞きし、私なりに実践した二つのことを回想してみます。
ヒントその一
先生は学芸大教育学部附属高等学校長時代の朝礼訓話では、毎回、英語の諺を採りあげ
て解説されました。生徒達の反応は大変良かったとのこと。
私は自己流に矮小化して、そのやり方を真似てみました。授業の冒頭で、3 分間前後
の“speech”を英語で試みた。生徒からの質問は、日・英語のいずれでもよいことにした。
私の中・高時代に抱いていた将来の職業について聞かれた。当時の野望は四つ。
（１） プロ野球選手（大学時代まで続けたがギブアップ）。（２）演歌・歌謡曲歌手（キ
ングレコードＫ．Ｋから 2 曲リリースしてジエンド）。
（３）新聞記者（新聞社 1 社、雑誌社
２社の記者となったがいずれも挫折）。（４）教職員（やっと適職に就いた）ことなど-----。失敗談も多く、ありのままの自分を曝け出した。進路関係の質問が多かった。彼らは
身近に感じたからであろう。
当時、世間では、英語のシャベレない教師はダメ。英語の授業は英語ですべきのような
ムードがあった。それに乗っかろうと焦っていたように思う。
のち、2013 年度からの高校での「学習指導要領」によれば「英語の授業は英語で行う
ことを基本とする」方針が実施された。仮に、これが私の在職時であっても、この
“monolingual approach”は、私には無理なことであった。母語を適宜使っての
“bilingual approach”しか、できなかったと思う。
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ヒントその二
60 分の授業中に、必要に応じて個人面接（指導）にあてること。
これについては、山岸信義先生の、盲学校における“授業実践論”が、大変参考になった。
伺ったいくつかのポイントを挙げてみる。生徒個々の視覚障害の状態が異なるので、個人面
接で個々の状態に応じて、それぞれの“当面する生活改善”の希望や自分の具体的な課題な
どを聞く。英語の授業でも、些細な事でも、良く出来た時には、大いに“褒める”事を通し
て、生徒のやる気を引き出すことに心がけたとのことです。その結果、意欲的・積極的に学
習に取り組む雰囲気づくり（学習空間づくり）が生み出されるようにうなり、英語の学力向
上にもつながったとの事です。（詳細は文献（２）を参照）
さて、私は、授業中に、10 分位を個人面接にあてた。
（他の者には課題を与えておく）。
英語学習についての個々の難点等のアドヴァイスが直ぐにでき、他の学習面にもふれ、短所
は激励し、長所は大いに褒める。やがて“ピグマリアン効果”があらわれる。
ところで“教育する”
（educate）の原義は、
「外へ（e）(能力を)導き（duce）出す（ate）
(3)の意味である。
極論すれば、人間は誰でも聖なる心を持っている。仏性・神性といっても良い。それは
表面的には、直接目につかないかも知れない。大人でも子供でも、また広く、外国人、日本
人を問わず心の根底に宿っているのではなかろうか。
人間の根底にあるその“魂”を正しく引出し、個々に応じて育てる努力をする。これが
すなわち教育であると思う。これが第一義であって、かつ、すべてかもしれない。
（そして、教える側も共に成長していく。“共育”である。
）
この観点に立つ時、どんな立場に自分が、生徒達があっても、時勢が変化しても、各自
への指導のあり方が、その場に応じて考えられるのではなかろうか。
このような理屈を頭に描きながら、個人面接（指導）を一定期間つづけてみた。生活
面、成績面にかなり効果があったように思う。
ＳＮＳ上で、“表皮的”な、軽いことばが多く踊っている今日、個人面接（指導）の重
要性があらためて、強く感じられます。
参考文献（１）『羽鳥博愛自分史 英語、英語の前半生』（2018）
（２）山岸信義

聖徳大学オープンアカデミー講師

JACET 第 51 回国際大会

国内招待講演

「英語授業の学習する空間作りの教授法と実践」
－盲学校の指導体験から学んだことー（2012）
（３）Genius English-Japanese Dictionary 5th Edition
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大修館書店（2018）

国際教育研究所

第 186 回月例研究会

2019 年 10 月 26 日（土）

「立命館大学経営学部の英語教育―国際経営学科の英語教育プログラムを中心に―」

立命館大学教授

林

正人

最初にお断りさせていただきますが、発表時と同様にここでも英語教育の在り方について
論じるのではなく、現在実施している英語カリキュラムについての概要を記させていただ
きました。勿論、本カリキュラムを導入するにあたっては、英語教育学や第二言語習得論か
らの知見を出来るだけ取り入れております。
尚、外部試験のスコアに関しては公開できる範囲（と発表者が考える範囲）で記載してい
ます。また、留学プログラム等については省略してあります。
１． 立命館大学経営学部
３キャンパスに１６学部、４キャンパスに２２研究科を有する大学
経営学部はその中の１学部で、経営学科と国際経営学科よりなる
２． 現行カリキュラムの三つの指針
（１） 国際社会で活躍できる人材を育てる英語教育
旧カリキュラムでは、１回生後期から経営学関係の英語テキストを導入していたが、経営学
の専門知識が十分ではなく、英語力を十分に伸ばすことができなかった。経営学の専門知識
だけでなく、国際人としての幅広い教養を身につけた人材を育てるため、一回生時の英語は
「一般教養英語(EGP)」と位置付けた。
（２） 多様な学生のニーズに応え、学ぶ意欲を喚起する英語教育
経営学部は大規模な学部であり、多様な学生が存在している。彼らは、将来の目標において
も、英語力において大いに異なる。よって、個々の学生は、自らの英語習熟度や将来の目標
によって、授業に求めるものも異なる。学生の英語力、将来の目標に応じて、多様な英語科
目を設ける必要があった。
（３）４年間の継続学習の保証
２回生まで英語を集中的に学習しても３回生以降に英語に触れる機会がないために、培っ
てきた英語力が低下するという現象がこれまでに起こってきた。３～４回生にも英語科目
を配置し、より専門性の高い英語が習得できるようにした
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３．上記の各指針を具現した英語教育
指針（１）を具現した英語教育
１回生・・・一般教養英語（EGP）
２回生～４回生・・・専門英語（ESP）
ビジネス英語（EOP）
アカデミック英語（EAP）
↓
英語による経営学専門科目
指針（２）を具現した英語教育 （英語の４技能を高める授業に加えて以下のような授業を
設けた）
・「留学英語演習」 国際経営学科１回生
・「資格英語演習」 経営学科１回生
・「選択英語」

２回生～４回生

・「英語 S」
「英語 W」 国際経営学科
・「プロジェクト英語」 国際経営学科
指針（３）を具現した英語教育
・「選択英語」

(上記科目のうち以下の科目は学年をまたいで設けた）

２回生～４回生

・「プロジェクト英語」 ３～４回生

２単位科目
２単位科目

これらは「英語力の基準」に達した学生のみ受講可能
４．経営学部の英語教育概観
卒業後

就職・起業

留学・大学院進学

↑
２回生～４回生

↑

インターンシップ
ESP

留学

(EOP)

（専門英語教育）

（EAP）
↑

１回生

EGP

５． 経営学部の学科＆コースと外国語単位数
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（一般英語教育）

経営学科：入学時に以下の３コースより選択
英語コース・・・英語１２単位
二言語コース・・・英語６単位＋初修外国語６単位
初修外国語コース・・・初修外国語１２単位
（ドイツ語、フランス語、スペイン語、中国語、朝
鮮語）
国際経営学科：全員が英語コース
英語コース・・・英語３０単位必修
希望者のみ・・・初修外国語６単位履修
（ドイツ語、フランス語、スペイン語、中国語、朝鮮語）
６． 英語クラス編成
両学科ともレベル別クラス編成をとっている（４月初め TOEIC Bridge® によって履修ク
ラスを決定）
経営学科（３レベル）
•

UI (Upper-intermediate)

•

IM (Intermediate)

•

PI (Pre-intermediate)

国際経営学科（３レベル）
•

AD (Advanced)

•

UI (Upper-intermediate)

•

IM (Intermediate)

７． 国際経営学科の英語授業
１回生の授業 (EGP)
週６コマの英語授業
•

英語 R1・R2

•

英語 L1・L2

•

英語 S1・S2

•

英語 W1・W2

•

英語 CALL1・CALL2

•

留学英語演習 1&2

２回生以降の授業（ESP）
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•

Business English A1・A2

•

Business English B1・B2

•

英語経営学入門

•

選択英語（or Step-up English

•

プロジェクト英語

（or 英語実習）

Step-up English

資格英語演習 B

＊

資格英語演習 B）
英語実習 は１単位科目

８． 国際経営学科２回生以降の英語
１回生、２回生時に団体受験する英語外部試験において、基準をするか否かで以下に示す４
つの履修パターンがある
達成基準
１回生終了時までに、TOEIC® L&R 550 点／TOEFL ITP® 480 点以上
２回生終了時までに、TOEIC® L&R 550 点／TOEFL ITP® 480 点以上
４つの履修パターン
1 回生

2 回生

3 回生

⇒

A

⇒

A

⇒

A

→

B

→

B

⇒

A

→

B

→

B

A は基準を達成、B は基準を未達成
⇒

何が違うか

A となった場合は、コンテント中心の英語２単位科目（例えば、選択英語・プロジェクト英
語）
B となった場合は、英語スキルを高める英語１単位科目（例えば、英語実習・Step-up English）
９． 選択英語科目群とプロジェクト英語
選択科目英語群
Presentation 1 &2
News English 1 & 2

Discussion & Debate 1 & 2
Academic Writing 1 & 2

Business Correspondence

Media English 1 & 2
Academic Reading

Intercultural Communication

English Workshop 1 & 2
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Comparative Culture

プロジェクト英語（英語最終科目！！）
国際経営学科でのこれまでの英語学習の総仕上げと位置づける。学生が少人数のグループ
になり、各グループの興味・関心に沿ったテーマでリサーチを行い、その内容を英語で効果
的にプレゼンテーションする能力を育成することを目的とする。内容中心型、プロジェクト
型の学習を通じて、専門分野に関するリサーチの仕方、テーマの設定方法、プレゼンテーシ
ョン原稿の作成、発表や質疑応答の仕方を学ぶ。

１０．外部試験に見られるカリキュラムの成果
2012 年入学生～2017 年入学生の２回生時秋学期 TOEIC® L&R IP スコアの比較

スコア

2回生時12月TOEIC@R&L スコア

2012
(n=112)

2013
(n=100)

2014
2015
(n=144)
(n=133)
入学年度

2016
(n=126)

2017
(n=117)

（スコアの値はここでは削除してある）
500 点に満たなかった TOEIC® L&R IP 団体受験の平均点が、現行カリキュラムを導入し
た 2013 年 4 月以降、600 点台半ばまで達した。このように、国際経営学科の学生の英語力
の進捗には目を見張るものがある（講演でも、ここでも触れなかったが、経営学科の学生も
着実に英語力を伸ばしている）。団体受験を効果的に活用する仕組みを有する英語教育カリ
キュラムが、学生の英語学習の動機付けを促し、うまく機能していることの表れと我々は考
えている。現在も、必要に応じて微調整を加えながら、学生の英語力を更に伸ばせるように
努めている。
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10 月 26 日（土）第 187 回月例研究会報告
テーマ「初級の学生へのディスカッション指導法」
－意味のあるディスカッションを身につける方法を考える－

講師: 仲谷 都
日本大学・東洋英和女学院大学非常勤講師
はじめに
本講演では、大学の一般教養科目の英語授業において、英語初級者にどのよう
にディスカッションを身につけさせたかという実践を報告した。まず、ディスカ
ッションの定義と重要性について述べ、その後、英語初級者特有の問題点をあげ、
その理由に言及し、各問題点に対しての解決策を紹介した。これはいずれも、内
容・言語統合型学習（CLIL）の授業をより効果的に行うために考案したものであ
る。
1. 英語初級者の 3 つの問題点
1) 人前で話すことに心理的不安がある。
これには４つの要因が考えられる。まず、トピックについての知識がなく、
したがって、それについての意見もない。これは、最近の学生たちは日本
や世界で起こっていることに興味がないというのが原因である。また、
自分の意見などとるに足らないという自尊心の低さや、自分の英語をク
ラスメートにどう思われるかという不安もある。これらは、人前で意見を
言う経験が不足していることが大きな要因であり、また、非言語伝達が重
視され、言語において相手と直接対決を避けるという文化的な要素も考え
られる。実際、古庄（2014）は、日本の小中高生が諸外国の学生と比べて
自尊感情が低く、また成人を迎えるころになっても回復しないことを、調
査で明らかにしている。
2)英語力不足
英語初級者の問題はこの英語力不足によることが大きいことは明らかで
ある。学生たちは意見があっても、英語で表現できないもどかしさで、つ
い日本語を使ってしまう。また CLIL 型の授業では、内容について考え、
かつ英語のスキルを伸ばすということを同時に行うが、教員が深く考え
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させることを優先し、日本語を許可してしまうかもしれない。これでは、
「英語でディスカッションをする」というタスクが行われなくなってし
まう。
2) ディスカッションの方法を知らない
今までのほとんどの学生は、フォーマルなディスカッションの進め方を
学習していない。特に、英語が初級の学生は、自分の意見を 1 回言うのが
精いっぱいで、他の学生の意見を注意深く聞きそれにコメントをし、そこ
から次のポイントに発展させていくということができない。
2. 解決策
1) 心理的不安に対して
1 番大事だと考えたのは、英語にも自分の意見にも自信のない学生たちが、
安心して話せる環境を作るということである。それには、ある期間、決ま
った相手と話す、2 人ディスカッションを基本とした。2 か月に 1 回ほど
席替えをし、その間にパートナーと打ち解け慣れることができるように
した。さらに、2 人とも 3 回は話さなければいけないというルールを作り、
どちらかが一方的に話すということを避けた。また、トピックに関しては、
次の授業までにリサーチをし、自分の意見を構築してくるという課題を
課した。これは、トピックについてよく知り、考える時間を与えるためで
ある。そして、授業でも、トピックに関しては徐々に知識を入れられるよ
うに、語彙、論点、具体的な事例、参考意見などを、タスクやリーディン
グの資料などで段階的に積み重ねていった。これは過去に programmed
discussion（三浦、1992）という名前で提唱されている方法である。
2) 英語力不足に対して
英語力不足に関しても、前述した programmed discussion（三浦、1992）
が有効であると考えた。このステップが 1 冊になっているテキストを使
うと教員の負担が減るが、入手できない場合には、教員が学生のレベルに
合った平易な英語で書かれた資料を段階的に提供するとよい。トピック
に関する語彙などを、資料を読みながら身につけるという目的がある。ま
た英語初級者が自分で調べる場合は日本語の資料が多くなるが、これも、
知識を得ることができるというだけでなく、重要な語彙の日本語と英語
のすり合わせなどができるので役に立つ。このように語彙、論点、具体事
例、参考意見などを英語で学習していく中で表現を身につける。そして、
その他にも、議論に必要な定型の表現集リストなどを教員が提供するこ
とも有効である。
3) ディスカッションの方法を知らないということに対して
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まず、ディスカッションを行う前に、クラス全体に一般的なマナーやルー
ルについて指導をしておく。例えば、I think/ I agree のあとには、必ず
because をつけるということや、相手の意見の後には、それについて必ず
コメントをしてから自分の発言をする。そして、自分の意見を述べる時は、
主張、理由、例とエビデンスという流れにすることなどである。これをも
とに、最後まで自分の意見を主張する場合や、どちらかが自分の意見を変
えてもよい場合、また、自分の本当の意見とは別に、agree/ disagree を
機械的に割り振って話し合う場合など、さまざまな形で練習をする。
ただ、実際どのように学生たちが議論したかを、その場で教員が把握す
るのは難しい。そこで、議論の後にそのやり取りを紙に書かせたり、また
時には紙に書きながら議論させた。そして、その書いた原稿を提出させ、
英語、ルール、展開のタイミングなどに関して教員がコメントを書き、指
導するようにした。その原稿は 5 点満点で採点し授業点に入れた。この
授業点は全体の成績の 30％を占めている。ただし、このディスカッショ
ンを紙に書くという作業は通常の議論の流れにはない、学習のためのひ
とつのプロセスである。そのため、学生がディスカッションのやり方に慣
れてくる 3 つめのトピックのあたりからは、会話のやり取りではなく、
結論だけを書いて報告をさせた。
以上のようなさまざまな方法で 2 人ディスカッションを行い、それに慣
れたところで、同じトピックで新しいメンバーで 4 人のグループを作り、
グループ・ディスカッションをさせた。ここでは、今まで 2 人ディスカッ
ションで養ったスキルを試すことができ、かつ実際のディスカッションで
求められる即興力も身につけられると考えた。
3. アンケート結果と考察
今回の指導の方法で、1 番の特徴である「紙に書いてディスカッションの方法
を学ぶ」というやり方については、14 人中 13 人の学生が、
「良いと思う。」と回
答した。また、ディスカッションのマナーやルールを学ぶことについても、13 人
の学生が「有益である。」と回答した。残り 1 人の学生は、唯一高校でディスカ
ッションを学習してきた学生であった。ただ、ディスカッションは楽しいかどう
かを聞いた質問では、14 人中 7 人が「楽しい。」と答え、同じく 7 人が「楽しく
ない。」と答えた。この「楽しくない。」と答えた学生たちは、3 人が「トピック
による。」と答え、4 人が、「英語が出てこないから。」という回答であった。半
年の授業では、英語でディスカッションをするということへの抵抗感がとれな
い学生がいるということがわかり、さらなる授業の工夫が必要であると感じた。
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しかし、学生のコメントはポジティブなものが多かった。
ポジティブな意見の例：
1)ディスカッションはみんなで考えを伝えあうことで、考え方が広がる。
2)意見の共有は、知の共有。知識の広がりは喜びです。
3)ディスカッションの展開は、英語以外の事にも有用であると感じた。
4. まとめ
以上本講演では、大学の一般教養の英語の授業で、英語初級者がディスカッシ
ョンを行う力をつけるための方法を、3 つの大きな問題点を解決するという形で
指導法を紹介した。研究対象の学生たちは、英語初級者ばかりの 4 人グループ
でも、日本語を全く使わずディスカッションを行うことができるようになった。
これからは、文科省から高校でディスカッションを学習することが提案され
ているので、今よりはディスカッションについて経験と知識がある学生が大学
に入学してくると考えられる。しかし、大学入学時にもう一度、前述のような方
法でディスカッションを学びなおすことは有意義なことだと考える。そのため
にも、英語や内容についてさらに深く学ぶことができるような工夫を、今後も重
ねていきたいと考えている。
引用文献・参考文献
Ball, P., Kelly, K. and Clegg, J. (2015). Putting CLIL into Practice. Oxford University Press.
Coyle, D., Hood, P., and Marsh, D. (2010). CLIL. Content and Language Integrated Learning.
Cambridge University Press.
Spiegel, D.L. (2005). Classroom discussion. New York: Scholastic Inc.
University of Minnesota. (2019). Center for Educational Innovation. https://cei.umn.edu/activelearning.
秋山高二 (1998). 「コミュニケーション・スタイル」秋山高二、竹下裕子、ベイツフォッフ
ァ、本名信行編『異文化理解とコミュニケーション 1-ことばと文化』
（三修社）.
池田真. (2012).CLIL の基本原理. 和泉伸一・池田真・渡部良典共著 4『CLIL 内容言語統合型
学習第 1 巻 実践と応用』pp.1-13.上智大学出版.
金谷憲 (2002). 「英語授業改善のための処方箋」大修館書店.
金子智香・君塚淳一. (2007-12). 「日本の大学英語教育におけるディスカッションの指導法
とは(1): 授業における効果的方法を考える」茨城大学教育実践研究、26: 75-87.
文部科学省. 「高等学校学習指導要領（平成 30 年度告示）解説：外国語編

英語編.

古荘純一. (2009). 日本の子どもは自尊感情がなぜ低いのか. 東京：光文社新書 404
西口利文. (2015). 「グループ・ディスカッションのためのコミュニケーション演習」ナカニ
シヤ出版.
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2019 年度 国際教育研究所・日本 CLIL 教育学会 共催セミナー概要
「CLIL（内容言語統合型学習）の考えを取り入れた英語授業改善」
山野有紀（宇都宮大学）
宮田一士（栃木県日光市立大沢小学校）
水井通浩（栃木県矢板市立矢板中学校）
渡辺聡代（栃木県立宇都宮南高等学校）
仲谷

都（日本大学）

本稿は、11 月２４日に実施された国際教育研究所および日本 CLIL 教育学会による
共催セミナー「CLIL（内容言語統合型学習）の考えを取り入れた英語授業改善」につ
いて報告する。
まず、本セミナーの開催の趣旨は、次の通りである。
「新学習指導要領が目指す英語教育では、多様な言語活動を通して、「主体的・対話
的で深い学び」「教科横断的カリキュラムマネジメント」が出来る授業改善が求めら
れている。CLIL(Content and Language Integrated Learning/内容言語統合型学
習) は、学習内容と言語の両方を合わせ、学習者の興味・関心を高める能動的学習と
協同学習および思考を必要とする深い学びを実践するための外国語教育の指針となり
えるものである。それは、新学習指導要領が目指す方向性と合致し、授業改善にも結
び付くと考える。それに基づき、本セミナーでは「CLIL の考えを取り入れた英語授業
改善」について、CLIL の理論とそれを取り入れる意義、またそれに基づくその実践に
ついて発表する」
上記の趣旨に基づき、第１部では宇都宮大学准教授山野有紀による基調講演「これ
からの外国語教育―CLIL（内容言語統合型学習）による授業実践とその可能性―」が
行われた。それに続き、第２部では小中高大の現職教員による CLIL を取り入れた英語
授業についての実践報告が行われた。第３部では会場の参加者とのシンポジウムが行
われた。具体的には、音声指導と CLIL をどのように結びつけるか、シンポジウム参加
者によるこれまでの CLIL 的実践のための教材資料の活用方法委など、今後の CLIL 実
践のための意義ある質問や示唆が示され、今後のさらなる CLIL 実践研究への前向きな
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意見交換が交わされた。本稿においては、第１部と第２部の概要について、以下に述
べる。

第１部概要
「これからの外国語教育-CLIL（内容言語統合型学習）による
授業実践とその可能性-」
宇都宮大学

山野

有紀

本基調講演では、新学習指導要領に基づく外国語教育と CLIL について、理論的
説明がなされた。まず新学習指導要領の目標の根幹にある「生きる力」の育成の
ために示された「主体的・対話的で深い学び」と「教科横断的カリキュラムマネ
ジメント」についてである（2017，文部科学省）。これはアクティブラーニング
による創造的な学習プロセスを重視することと、教科を横断的につなぎ、学習効
果の最大化を図ることを目的としたものである。事実、新学習指導要領において
は、小中高の外国語教育における内容の工夫において、他教科内容との関連付け
が示された。それを反映して、2020 年度から本格実施となる小学校外国語教育の
ための検定教科書においても、全 7 社の教科書に他教科内容関連した学習活動が
記載されている。さらに、3 社の教科書では CLIL を取り入れた学習活動が記載さ
れている。
では CLIL とは何なのか。CLIL とは Content and Language Integrated
Learning（内容言語統合型学習）の略称で、EU 統合を機に、外国語教育が必須と
なったヨーロッパで開発され、現在では世界で広く実践研究されている。「他教
科やテーマやトピックに基づく教科横断的内容(Content)」と「外国語学習
（Communication）」とを統合し、そこに「思考を促す学習活動（Cognition）」
と「相互文化理解・協同学習（Culture/Community）」を組み合わせ、体験的・主
体的学習を促し、自律的学習者の育成を目指す外国語教育である(Coyle, 2007;
渡部・池田・和泉, 2011)。
上記の「内容（Content）・言語(Communication)・思考(Cognition)・文化/協
学(Culture/Community)」は４Cs と呼ばれている（Coyle, 2007; 渡部・池田・和
泉, 2011）。これらは、CLIL 授業を組み立てていく上での重要な要素であり、第
2 部における授業づくりのフレームワークとなるものでもある。この CLIL の基本
原理は、前述した日本の新学習指導要領における主体的・対話的で深い学びと教
科横断的カリキュラムマネジメント実現のための内容と指導の実現のためのひと
つの効果的な指導方法として活用できる可能性がある。特に、様々な他教科内容
を取り入れることは、学習者の認知発達・興味を促す本物の豊かな内容(Content)
に繋がり、多様な学習者の自己関連性と学びの真正性を高め、主体的学びを促す
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ことにつながる。これは人間には「言語・数学・空間・音楽・身体・内省・協
同・博物的な 8 つの知能」があるとしたハワード・ガードナー氏の「多重知能理
論」を取り入れた、学習者の多様性をいかした主体的学びの具現化となりうるも
のである。さらに、相互文化理解や協同学習では、外国語のコミュニケーション
による対話的学びの実現を可能にする。最後に思考を重視した CLIL の学びは文科
省の示す「深い学び」の実現に貢献するものであると考えられる。したがって、
新学習指導要領に示された教育実現のために、CLIL が大きな可能性を持っている
といえる。
最後に、これらの要素は、第 2 言語習得過程で必要とされる、理解可能で学び
の意義あるインプット・インタラクション・アウトプットにつながるものであ
り、CLIL を取り入れた外国語教育の実践は今後ますます必要となってくるといえ
よう。
上記の示唆を踏まえ、第 2 部では CLIL の４つの要素を取り入れた授業づくりに
基づく小中高大の実践について、詳細を述べていく。
（参考引用文献）
Coyle, D.(2007). Content and language integrated learning: Towards a
connected research agenda for CLIL pedagogies. The International

Journal of Bilingual Education and Bilingualism, 10, 543-562.
Coyle, D., Hood, P., & Marsh, D.（2010）. CLIL：Content and language
integrated learning. Cambridge：Cambridge University Press.
Gardner, H. (1993). Multiple Intelligences. NY: Basic books.
Mehisto, P ., Marsh, D., & Frigols, M.(2008). Uncovering CLIL: Content
and language integrated learning in bilingual and multilingual
education. Oxford: Macmillan.
文部科学省（2015）『教科企画特別部会 論点整理補足資料（１）』文部科学省
文部科学省（2017）『新学習指導要領』文部科学省
文部科学省(2018) 『新学習指導要領解説 リーフレット』

文部科学省

笹島茂・山野有紀他 (2019) 『学びをつなぐ小学校外国語教育の CLIL 実践』
三修社
山野有紀（2013）「小学校外国語活動における CLIL(内容言語統合型学習）の実践
と可能性」 『EIKEN BULLETIN 』. Vol.25. pp. 94-126．
渡部良典・池田真・和泉伸一 共著

『CLIL 内容言語統合型学習 第 1 巻 原理

と方法』 上智大学出版.
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小学校 CLIL 授業実践
（相互文化理解・発信，文構造の気付き）『Welcome to Nikko.』
（社会・国語・総合的な学習と関連した国際理解教育としての外国語）
日光市立大沢
小学校 宮田 一士
○背景
この授業案は，宇都宮大学付属小学校の６年生を対象とした新教材での外国語で実践したもの
を元に日光市立大沢小学校６年生に対応できる CLIL 授業として書き直したものである。実践した
小学校は栃木県日光市の多様な家庭環境や背景をもつ子どもたちが学ぶ一般的な小学校である。
日光市は，平成２０年度より，教育課程特例校の指定を受け ALT と英語指導助手を配置すること
により，小学校において第１～６学年まで教科「英語科」を導入し，小学校１年生から英語に親しむ
ことを目的に，音声中心の体験的な英語の授業を展開している。また，何人かは，塾や英会話学
校で学んでいる子どももいて，「わたし，英語習ってるんだあ」と言って楽しみを隠せない様子で話
しかけてくる子もいた。しかし，活動型の英語の授業では，多くの子どもたちは英語に対してはまだ
まだ不安があるように見えた。中には，すでに「英語は嫌いだから…。」という子どもも数名見受けら
れた。そんな子どもたちが，「いつもより，いろいろ考える問題があったのが楽しかった。」「いままで
の英語よりずっと楽しかった。」「あまり英語が好きではなかったけれど，自分の知っている日光のこ
とを勉強してから英語で発表でき，英語で発表することが好きになりました。」と，感想に書いてくれ
た実践である。
教科の内容を学ぶということではなく，6 年生として他教科で学んだことと関連付けて英語で学ぶ
ことで，相互文化理解・発信を目指した外国語活動として実践したものである。テーマ設定のきっ
かけは，国語科で「ようこそ，わたしたちの町へ」の単元を終え，鎌倉への修学旅行での振り返りを
した後に日本の誇る世界遺産をもつ日光市について，英語活動でもその学びを深められればとい
う担任の願いであった。この授業で子どもたちは，英語を使いながら，ふだん何気なく暮らし，訪れ
ることの多い日光市について，どのような素晴らしいものがあるのか，その食べ物や行事の由来を
改めて見直していく。そこでは，社会科の歴史の学習で訪れる日光東照宮や足尾銅山，総合的な
学習の時間で訪れる地域の観光名所の「鬼怒川ライン下り」等で学んだ概念が活かされるとともに，
国語科で考える「引用したり，写真や図を用いたりして，伝えたいことが明確になるように書くことが
できる。」にも結びつけて，相互文化理解・発信に対する意識を高めていくことができる。加えて，学
びを通して親しみをもった「自分の住む町のすばらしさ」について，子どもたち自身が思い描くこと
ばを使い，文構造の気付きにつながる既習事項を元に，新教材の単元と関連された短い定型文を
書いて発表するという活動を取り入れている。また，文構造の気付きを促すべく，SVOC において，
カードを作成し（これは新教材の巻末にあるカードの活用も含む）て，文章を書く，単語を書く，活
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動でなく，書き写す活動につなげるべく取り入れた。そうした創作活動によって，子ども一人ひとり
の自分の興味監視のある場所や食べ物行事など，本物の教材を使い英語で ALT につたえること
で，感性を高めることにもなると考える。また，国語の「ようこそ，わたしたちの町へ」の単元の学びと
もつながり，英語を使うことで，新鮮で創造的な体験にもなると考える。
尚，この授業案は，新教材 We can unit2「Welcome to Japan」を元に，実際には７時間かけて行
ったものを，４時間の授業展開にアレンジしたものである。
○公立小学校における外国語活動での CLIL 授業指導案
1. 指導者 小学校学級担任 （英語指導者，ALT） 2. 対象学年 ６年生
3. 外国語活動と教科内容の関わり
本授業は，社会科，歴史（日光東照宮），社会科見学 9 月で東照宮・足尾の町を訪れる活動，国
語科（ようこそ私たちの町へ）修学旅行のパンフレット制作（鎌倉），総合的な学習の時間で行った
ライン下り（体験活動）と，多くの教科内容と関連づけており，必然的な英語表現を使う工夫をして
内容と言語の統合を図っている。
4. 単元評価基準
○行事や食べ物などの英語と日本語の言い方の違いに気付き，日光の行事や食べ物などを表す
表現について聴いたり，言ったりしている。（知識及び技能）
○日光の行事や食べ物などの伝統文化について，プレゼンを作ったり，発表したりする活動を通し
て，自分の考えや気持ちを伝え合ったり，ALT に紹介したい日光の文化について例を参考に語
順を意識しながら書いたりしている。（思考力，判断力，表現力）
○他者に配慮しながら，主体的に英語を用いて日光の文化について伝え合おうとしている。
5. 学習言語材料
○ Welcome to Japan. In (summer), we have (fireworks festival).What ［food / games］ do you have
in Japan?
We have ［ soba / fukuwarai ］. It's ［delicious / fun］.You can enjoy ［ rakugo / hanami /
tempura ］.
○ we, culture, temple, castle, firework, popular, traditional,日本の行事 (snow festival),
味覚 (sweet, bitter, sour, salty, spicy), soft, hard, chips
○We have /don’t have (a park).We can (see many flowers).We can enjoy [fishing / shopping /
swimming].
I want a [library / park]. (Sakura) is nice.
○town, 施設・建物 (amusement park, aquarium, swimmingpool, stadium, roller coaster, Ferris
wheel), nature, 動作 (fishing, dancing, jogging, playing, reading, shopping, singing, walking),
nest
［既出］施設・建物 (library, school, park), 状態・気持ち, 飲食物, 動作, スポーツ, enjoy, have,
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want, buy, see, eat, play
6. 配当時間と 単元内容
（１）ALT や私たちの国の文化には何があるのだろう？・・・１
（２）日本の文化発見・ALT に伝えたいことは？・・・１
（３）プレゼンを作ろう。・・・１
（４）プレゼンの練習をしよう，ALT にプレゼンしよう。・・・１
7．指導案をもとに実施した授業の省察
１）成果
今回の実践授業の結果と考察から，小学校外国語活動において CLIL を取り入れることは十分
可能で，多くの成果が得られることがわかった。本物を取り入れた内容は，児童の知りたい，学びた
い気持，興味・関心を喚起し，学習意欲を持続させることにつながった。本物の内容であると児童
が理解でき，興味が長続きする。内容がフェイクではないので，真実の内容で考えていくことができ
た。CLIL（Content and Language Integrated Learning）内容をともなった言語活動は，児童に意味
のある自然なやり取りとなり児童の積極的なコミュニケーション活動に結び付き，他教科との関連を
図ることで，児童が自分の得意分野を通して，英語への興味・関心，理解を深めることができた。教
科横断的に行うことで，様々な活動を行うことができるので，児童は，できる機会が増え，教師は褒
める機会が増える。
また，児童の発達段階にあった思考活動を取り入れることで，内容と言語の定着が図れた。ここ
でも，他教科との関連や，多感覚で学ぶことで，個々の児童の得意な感覚・感性からのアプローチ
もできたと言える。覚える，知るだけでなく，思考を意識して授業を展開し，思考の時間を十分に入
れることで，集団や個人で深く学び合う時間がとれた。さらに協同学習においては，教師と児童，
児童同士においてはペアやグループ，学級全体といろいろな形態での学び合いができた。教科横
断的な CLIL の教授法は，他の主要教科に比べて習熟度の差を大きく感じさせることが無く，とても
有効な児童間の相乗効果が表れていた。また，今回の行った「Welcome to Nikko.」の CLIL の授
業では，意識して４C を取り入れることで，新学習指導要領で示されている目標の一つである，文
構造の気付きを促す活動の実践につながると感じた。
２）課題
小学校外国語活動で CLIL を実践する上での課題として，1 つ目は，先行研究でも挙げられて
いる準備や教材研究の難しさである。専門性のない小学校教員が他教科との関連を考え，その
時々の世界情勢や現時点で話題になっていることなどに目を向け，コンテンツを探す必要がある。
中高の教員と違い，全教科を教える小学校教員においては外国語活動・外国語のためにこれだけ
の教材研究を行うのは難しい。
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2 つ目は，教師の英語力である。授業をコントロールする上では，ある程度のクラスルームイング
リッシュが必要である。また，授業内容を狙いに沿って進める上では，ALT とのティーム・ティーチ
ングを行う上で，パートナーに内容を理解してもらい，ともに実施するためにミーティングが必要に
なる。また，授業においては，内容にあわせて「学習の言語」の表現や語彙を使えるようにする準備
や児童から出てくる「学習を通しての言語」を予想して準備しておくことも大切である。さらに内容を
児童の発達段階に合わせると，高学年では学習言語が難しくなってしまうことも考えられる。また，
言語材料が少ない中での，授業展開，発問を考える必要もある。学習した内容と言語を生かし，思
考と output をつなげる活動を考える難しさもある。これらは，英語を専門としない小学校教員にとり，
非常に大きな負担となる。
しかし，どちらの課題も大きなものであるが，今後の教科化を迎える小学校英語教育において
CLIL には大きな可能性があり，新学習指導要領との関連も深い。だれもが，CLIL 実践授業可能
にするため，課題を改善し多くの教員が取り組める必要がある。最後に，CLIL の要素の１つである
授業の中に多くの課題（タスク）を取り入れることについては，英語を使いながらタスクを解決してい
く過程を組み立てることにおいて，教員の英語力よりも，授業力や学級経営力にかかっていると感
じる。これは小学校教員の強みが生かせる授業作りの１つと考える。

中学校での授業改善実践事例
栃木県矢板市立矢板中学校沢分校

水井 通浩

私は数年前に宇都宮大学に内地留学し、山野有紀先生のもとで CLIL( Content and
Language Integrated Learning )を学ばせていただいた。その後、中学校現場に戻り
CLIL 授業の実践を積み重ねた。今回のセミナーでは、
「授業に CLIL の考えを取り入れ
るための３つのポイント」と「実践例」を紹介させていただいた。

「授業に CLIL の考えを取り入れるための３つのポイント」
①CLIL シートを活用する。
②つなげる。“Think Globally. Act Locally.”
③作る/創る。
“Let students Make/Create.”
①の CLIL シートは『CLIL～内容言語統合型学習

渡部良典／池田 真／和泉伸一

〔共著〕』の第１章と第２章を簡略化し、私が作成したものである。シートの項目にそ
って自分のアイディアを記入していくと CLIL 型の授業が完成するという作りである。
②は生徒たちに教科書の題材を国際規模で考えさせ、それぞれの思いを込めた行動を地
域から発信させるという考えである。③は②に記した「生徒の思いを込めた行動」を、
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生徒たち自身で創造させるという考え方である。
上記の３つのポイントを授業案作りに取り入れることにより、CLIL の「４つの C」が
つながりをもつ授業が展開できると考えている。以下の通りである。
この手法で作られた授業では、1 つの題材が生徒たちの生きる世界・地域に関連する
Content に変化し、生徒たちの問題・当事者意識を高める効果がある。それゆえ形式的
な会話ではなく、本音や生きた言葉で Communication が行われる環境が出来上がる。そ
の中で生徒たちが問題の改善・解決や自分たちにできることと向き合い、真剣に悩み、
考えることで cognition が活性化され、更には異文化を理解し、地球市民意識をもって
他者と関わり合う(culture/community）中で、自己有用感や学ぶ意義を感じながら主体
的に取り組める時間を提供することができる。

実践事例
Sushi-Go-Around（開隆堂 Sunshine ENGLISH COURSE 3 Program 5 より）
題材：『Sushi-Go-Around in the world』
場面：回転寿司の発展が世界へ寿司を広めるきっかけとなった。そして、海外
では健康によい日本食のレストランが増えている。
文法：call / make Ａ＋Ｂ / 間接疑問文
最初は極めて平凡な授業案だったが、CLIL シートを使い、学習素材・思考内容・学
習形態の内容やバランスを整理した。これ以降の指導案作成の流れは以下の通りになる。
“Think Globally.”の考えを取り入れ、単元の最初に世界の料理を知り、日本食の
特徴を考える活動を設定した。また、
“Act Locally.”の考えから地元のインバウンド活
動と結び付け、日本食の特徴を生かした寿司を考案し、地元ホテルのレストランで提供
してもらうというゴールを設定した。寿司を実際に提供するために、オリジナルの寿司
を考え、作り、試食し、良いものをホテルに提案する必要性が生まれたため、家庭科教
師の協力を得て調理実習を行うことにした。それに伴い、実習前にはグループごとに使
用する材料・レシピ・オリジナル寿司の完成図を英語で作成する活動を取り入れた。ま
た、レストランを使用する外国人客へのメッセージボードを作る活動も加えた。この活
動がこのレッスンのメイン活動であり、メッセージボードにはこのレッスンで学ぶ 3 種
類の文法を使うことを条件とし、それらの文法の理解・習得を図った。
実際の授業では、生徒たちは「自分たちの考えた寿司を地域のために生かそう。」と
いう使命感をもって主体的に取り組んでいた。言語習得の点でも CLIL のアプローチを
表す “Learn as you use, use as you learn.”(Mehisto, Marsh, & Frigols, 2008, p.11)を
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体現するかのように、対話を重ねながら新出文法のポイントを明確にしていた。その明
確さが生徒たちのモチベーションを高め、チャレンジ精神をもってそれらの言語を使用
する姿が見られた。インバウンド活動の一端を担う経験ともいえる授業の中で、生徒た
ちは様々なグループ活動を通して仲間とともに粘り強く考え、新しい発想を用い、試行
錯誤を繰り返しながら学びを深めていた。
授業のイメージ図

私はこのような授業は「教師の願い」と「生徒の想い」や、我々が生きる「現在」と
これから生きていく「未来」をつなげ、より良い社会や明るい未来を創造する可能性に
満ちていることを強く感じている。引き続き CLIL の授業実践を続けていきたい。

高等学校での授業改善実践事例として
栃木県立宇都宮南高等学校 渡辺 聡代
私は、宇都宮大学の山野有紀先生のもとで「Content and Language Integrated Learning
（以下 CLIL：内容言語統合型学習）」について基礎的なことを学び、CLIL の「４つの C」を念頭に
公立高等学校での授業改善を試みている。その中で、視覚・空間的知能、音楽・リズム知能や論
理・数学的知能、内省的知能など、ハワード・ガードナー氏の「多重知能理論」なども意識して
Cognition（思考）を促す活動を授業に編み込む（interwoven）ことにより CLIL の授業が奥深い
ものになることを実感してきた。今回のセミナーでは、その授業の一例として、2018 年 12 月に本校
の１学年で行った授業を紹介させていただいた。
本校で採用している検定教科書は Vivid English CommunicationⅠ（第一学習社）である。
この教科書の最終章では “Reading : Education First!” という題名で 2014 年に 17 歳でノーベ
ル平和賞を受賞したマララ・ユスフザイさんの国連での演説が取り上げられている。この単元を授
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業で扱うにあたり、教科書に載っているスピーチの抜粋の解釈だけでなく、CLIL を用いてさまざま
な角度からマララさんについての理解を深めれば、生徒の学習動機が高まり、思考を促すことがで
きるので、ひいてはそれが英語の習得につながると考えた。
授業では生徒の内省的知能の活用を意識し、はじめに What is the most important in your
life? Why? What made you think like that? と問いかけた。ほとんどの生徒はその質問にすぐ
には答えられずにいた。その後マララさんが、どうして Education first! と主張をするに至ったの
か、生徒とインタラクションをしながら確認した。パワーポイントのスライドでは、視覚・空間的知能の
活用を意識した写真や、論理・数学的知能の活用を意識したグラフを引用した。マララさんやパキ
スタン、男女格差や貧困について、1) Where is she from? 2) Can you notice anything
different from schools in Japan? 3) What graph do you think this is? 4) What can we
know from this graph? 5) What is she doing? 6) What did Malala's father do? 7) What
were they doing? 8) What did she want to tell us? といった質問をして生徒の思考を促した。
また、オーセンティックな素材の活用も意識し、マララさんの国連でのスピーチの動画も示した。マ
ララさんのスピーチでの有名な台詞 “One child, one teacher, one pen and one book can
change the world. Education is the only solution. Education first.” を強調し、クラス全員で
声に出して読んだ。そして最後に、授業の最初に出した問い What is the most important in
your life? Why? What made you think like that? をもう一度生徒に問いかけ、生徒が今まで
の自分を振り返りながら問いへの答えを英語で書く時間を取って、授業は終了した。
授業後に実施したアンケートからは、生徒が楽しみながら私の発話する英語やスライドに書かれ
ている英語、マララさんのスピーチで使われている英語を理解しようと努め、自らも思考して発話し
ようとしたということが分かった。CLIL の授業では生徒が、英語を使って協働しながら内容を深く学
ぶ。つまり、新学習指導要領で求められている「主体的・対話的で深い学び」を実現させることがで
きると言える。今後も教材研究を続け、小学校・中学校との連携も視野に CLIL の授業実践を続け
ていきたい。

高等学校での授業改善実践事例として
栃木県立宇都宮南高等学校 渡辺 聡代
私は、宇都宮大学の山野有紀先生のもとで「Content and Language Integrated
Learning（以下 CLIL：内容言語統合型学習）」について基礎的なことを学び、CLIL
の「４つの C」を念頭に公立高等学校での授業改善を試みている。その中で、視覚・空
間的知能、音楽・リズム知能や論理・数学的知能、内省的知能など、ハワード・ガード
21

ナー氏の「多重知能理論」なども意識して Cognition（思考）を促す活動を授業に編み
込む（interwoven）ことにより CLIL の授業が奥深いものになることを実感してきた。今
回のセミナーでは、その授業の一例として、2018 年 12 月に本校の１学年で行った授
業を紹介させていただいた。
本校で採用している検定教科書は Vivid English CommunicationⅠ（第一学習
社）である。この教科書の最終章では “Reading : Education First!” という題名で
2014 年に 17 歳でノーベル平和賞を受賞したマララ・ユスフザイさんの国連での演説
が取り上げられている。この単元を授業で扱うにあたり、教科書に載っているスピーチ
の抜粋の解釈だけでなく、CLIL を用いてさまざまな角度からマララさんについての理
解を深めれば、生徒の学習動機が高まり、思考を促すことができるので、ひいてはそ
れが英語の習得につながると考えた。
授 業 で は 生 徒 の 内 省 的 知 能 の 活 用 を 意 識 し 、 は じ め に What is the most
important in your life? Why? What made you think like that? と問いかけた。
ほとんどの生徒はその質問にすぐには答えられずにいた。その後マララさんが、どうし
て Education first! と主張をするに至ったのか、生徒とインタラクションをしながら確
認した。パワーポイントのスライドでは、視覚・空間的知能の活用を意識した写真や、
論理・数学的知能の活用を意識したグラフを引用した。マララさんやパキスタン、男女
格 差 や 貧 困 に つ い て 、 1) Where is she from? 2) Can you notice anything
different from schools in Japan? 3) What graph do you think this is? 4) What
can we know from this graph? 5) What is she doing? 6) What did Malala's
father do? 7) What were they doing? 8) What did she want to tell us? といった
質問をして生徒の思考を促した。また、オーセンティックな素材の活用も意識し、マララ
さんの国連でのスピーチの動画も示した。マララさんのスピーチでの有名な台詞
“One child, one teacher, one pen and one book can change the world.
Education is the only solution. Education first.” を強調し、クラス全員で声に出
して読んだ。そして最後に、授業の最初に出した問い What is the most important
in your life? Why? What made you think like that? をもう一度生徒に問いかけ、
生徒が今までの自分を振り返りながら問いへの答えを英語で書く時間を取って、授業
は終了した。
授業後に実施したアンケートからは、生徒が楽しみながら私の発話する英語やスライ
ドに書かれている英語、マララさんのスピーチで使われている英語を理解しようと努め、
自らも思考して発話しようとしたということが分かった。CLIL の授業では生徒が、英語
を使って協働しながら内容を深く学ぶ。つまり、新学習指導要領で求められている「主
体的・対話的で深い学び」を実現させることができると言える。今後も教材研究を続け、
小学校・中学校との連携も視野に CLIL の授業実践を続けていきたい
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10 月 26 日（土）第 187 回月例研究会報告
テーマ「初級の学生へのディスカッション指導法」

－意味のあるディスカッションを身につける方法を考える－

講師: 仲谷 都
日本大学・東洋英和女学院大学非常勤講師
はじめに
本講演では、大学の一般教養科目の英語授業において、英語初級者にどのよう
にディスカッションを身につけさせたかという実践を報告した。まず、ディスカ
ッションの定義と重要性について述べ、その後、英語初級者特有の問題点をあげ、
その理由に言及し、各問題点に対しての解決策を紹介した。これはいずれも、内
容・言語統合型学習（CLIL）の授業をより効果的に行うために考案したものであ
る。
5. 英語初級者の 3 つの問題点
3) 人前で話すことに心理的不安がある。
これには４つの要因が考えられる。まず、トピックについての知識がなく、
したがって、それについての意見もない。これは、最近の学生たちは日本
や世界で起こっていることに興味がないというのが原因である。また、
自分の意見などとるに足らないという自尊心の低さや、自分の英語をク
ラスメートにどう思われるかという不安もある。これらは、人前で意見を
言う経験が不足していることが大きな要因であり、また、非言語伝達が重
視され、言語において相手と直接対決を避けるという文化的な要素も考え
られる。実際、古庄（2014）は、日本の小中高生が諸外国の学生と比べて
自尊感情が低く、また成人を迎えるころになっても回復しないことを、調
査で明らかにしている。
2)英語力不足
英語初級者の問題はこの英語力不足によることが大きいことは明らかで
ある。学生たちは意見があっても、英語で表現できないもどかしさで、つ
い日本語を使ってしまう。また CLIL 型の授業では、内容について考え、
かつ英語のスキルを伸ばすということを同時に行うが、教員が深く考え
23

させることを優先し、日本語を許可してしまうかもしれない。これでは、
「英語でディスカッションをする」というタスクが行われなくなってし
まう。
4) ディスカッションの方法を知らない
今までのほとんどの学生は、フォーマルなディスカッションの進め方を
学習していない。特に、英語が初級の学生は、自分の意見を 1 回言うのが
精いっぱいで、他の学生の意見を注意深く聞きそれにコメントをし、そこ
から次のポイントに発展させていくということができない。
6. 解決策
4) 心理的不安に対して
1 番大事だと考えたのは、英語にも自分の意見にも自信のない学生たちが、
安心して話せる環境を作るということである。それには、ある期間、決ま
った相手と話す、2 人ディスカッションを基本とした。2 か月に 1 回ほど
席替えをし、その間にパートナーと打ち解け慣れることができるように
した。さらに、2 人とも 3 回は話さなければいけないというルールを作り、
どちらかが一方的に話すということを避けた。また、トピックに関しては、
次の授業までにリサーチをし、自分の意見を構築してくるという課題を
課した。これは、トピックについてよく知り、考える時間を与えるためで
ある。そして、授業でも、トピックに関しては徐々に知識を入れられるよ
うに、語彙、論点、具体的な事例、参考意見などを、タスクやリーディン
グの資料などで段階的に積み重ねていった。これは過去に programmed
discussion（三浦、1992）という名前で提唱されている方法である。
5) 英語力不足に対して
英語力不足に関しても、前述した programmed discussion（三浦、1992）
が有効であると考えた。このステップが 1 冊になっているテキストを使
うと教員の負担が減るが、入手できない場合には、教員が学生のレベルに
合った平易な英語で書かれた資料を段階的に提供するとよい。トピック
に関する語彙などを、資料を読みながら身につけるという目的がある。ま
た英語初級者が自分で調べる場合は日本語の資料が多くなるが、これも、
知識を得ることができるというだけでなく、重要な語彙の日本語と英語
のすり合わせなどができるので役に立つ。このように語彙、論点、具体事
例、参考意見などを英語で学習していく中で表現を身につける。そして、
その他にも、議論に必要な定型の表現集リストなどを教員が提供するこ
とも有効である。
6) ディスカッションの方法を知らないということに対して
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まず、ディスカッションを行う前に、クラス全体に一般的なマナーやルー
ルについて指導をしておく。例えば、I think/ I agree のあとには、必ず
because をつけるということや、相手の意見の後には、それについて必ず
コメントをしてから自分の発言をする。そして、自分の意見を述べる時は、
主張、理由、例とエビデンスという流れにすることなどである。これをも
とに、最後まで自分の意見を主張する場合や、どちらかが自分の意見を変
えてもよい場合、また、自分の本当の意見とは別に、agree/ disagree を
機械的に割り振って話し合う場合など、さまざまな形で練習をする。
ただ、実際どのように学生たちが議論したかを、その場で教員が把握す
るのは難しい。そこで、議論の後にそのやり取りを紙に書かせたり、また
時には紙に書きながら議論させた。そして、その書いた原稿を提出させ、
英語、ルール、展開のタイミングなどに関して教員がコメントを書き、指
導するようにした。その原稿は 5 点満点で採点し授業点に入れた。この
授業点は全体の成績の 30％を占めている。ただし、このディスカッショ
ンを紙に書くという作業は通常の議論の流れにはない、学習のためのひ
とつのプロセスである。そのため、学生がディスカッションのやり方に慣
れてくる 3 つめのトピックのあたりからは、会話のやり取りではなく、
結論だけを書いて報告をさせた。
以上のようなさまざまな方法で 2 人ディスカッションを行い、それに慣
れたところで、同じトピックで新しいメンバーで 4 人のグループを作り、
グループ・ディスカッションをさせた。ここでは、今まで 2 人ディスカッ
ションで養ったスキルを試すことができ、かつ実際のディスカッションで
求められる即興力も身につけられると考えた。
7. アンケート結果と考察
今回の指導の方法で、1 番の特徴である「紙に書いてディスカッションの方法
を学ぶ」というやり方については、14 人中 13 人の学生が、
「良いと思う。」と回
答した。また、ディスカッションのマナーやルールを学ぶことについても、13 人
の学生が「有益である。」と回答した。残り 1 人の学生は、唯一高校でディスカ
ッションを学習してきた学生であった。ただ、ディスカッションは楽しいかどう
かを聞いた質問では、14 人中 7 人が「楽しい。」と答え、同じく 7 人が「楽しく
ない。」と答えた。この「楽しくない。」と答えた学生たちは、3 人が「トピック
による。」と答え、4 人が、「英語が出てこないから。」という回答であった。半
年の授業では、英語でディスカッションをするということへの抵抗感がとれな
い学生がいるということがわかり、さらなる授業の工夫が必要であると感じた。
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しかし、学生のコメントはポジティブなものが多かった。
ポジティブな意見の例：
1)ディスカッションはみんなで考えを伝えあうことで、考え方が広がる。
2)意見の共有は、知の共有。知識の広がりは喜びです。
3)ディスカッションの展開は、英語以外の事にも有用であると感じた。
8. まとめ
以上本講演では、大学の一般教養の英語の授業で、英語初級者がディスカッシ
ョンを行う力をつけるための方法を、3 つの大きな問題点を解決するという形で
指導法を紹介した。研究対象の学生たちは、英語初級者ばかりの 4 人グループ
でも、日本語を全く使わずディスカッションを行うことができるようになった。
これからは、文科省から高校でディスカッションを学習することが提案され
ているので、今よりはディスカッションについて経験と知識がある学生が大学
に入学してくると考えられる。しかし、大学入学時にもう一度、前述のような方
法でディスカッションを学びなおすことは有意義なことだと考える。そのため
にも、英語や内容についてさらに深く学ぶことができるような工夫を、今後も重
ねていきたいと考えている。
引用文献・参考文献
Ball, P., Kelly, K. and Clegg, J. (2015). Putting CLIL into Practice. Oxford University Press.
Coyle, D., Hood, P., and Marsh, D. (2010). CLIL. Content and Language Integrated Learning.
Cambridge University Press.
Spiegel, D.L. (2005). Classroom discussion. New York: Scholastic Inc.
University of Minnesota. (2019). Center for Educational Innovation. https://cei.umn.edu/activelearning.
秋山高二 (1998). 「コミュニケーション・スタイル」秋山高二、竹下裕子、ベイツフォッフ
ァ、本名信行編『異文化理解とコミュニケーション 1-ことばと文化』
（三修社）.
池田真. (2012).CLIL の基本原理. 和泉伸一・池田真・渡部良典共著 4『CLIL 内容言語統合型
学習第 1 巻 実践と応用』pp.1-13.上智大学出版.
金谷憲 (2002). 「英語授業改善のための処方箋」大修館書店.
金子智香・君塚淳一. (2007-12). 「日本の大学英語教育におけるディスカッションの指導法
とは(1): 授業における効果的方法を考える」茨城大学教育実践研究、26: 75-87.
文部科学省. 「高等学校学習指導要領（平成 30 年度告示）解説：外国語編

英語編.

古荘純一. (2009). 日本の子どもは自尊感情がなぜ低いのか. 東京：光文社新書 404
西口利文. (2015). 「グループ・ディスカッションのためのコミュニケーション演習」ナカニ
シヤ出版.
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国際教育研究所２０１９年度第６回理事会

日時：２０２０年１月１０日（金）１６：００～１７：００
場所：上野バンブーガーデン 2 階
出席者：川崎 清、田中慎也、田中ケアリー、山本新治、山本恭子、山岸信義
中西千春、小原弥生
欠席者：片山七三雄、江口邦彦、白石よしえ、平見勇雄、山崎 勝、山野有
紀、
司 会：山岸信義
書 記：田中ケアリー
A. 報告
１．

共催セミナーの報告
１１月２４日【日】に開催された共催セミナー参加者は、小学校・中学校・高校・
大学の先生方を含めて、３３名の出席者がありました。「CLIL の考えを取り入れた
英語授業改善」というセミナーの全体テーマで実施された。第１部：講演、第 2 部：
授業実践発表、第３部：シンポジウムで、13:00～17:00 の時間帯で実施された。
アンケートケ結果でも、参加者の評価が高く、感謝の声が多く聞かれた。

２．紀要第２６号の現時点での執筆予定者
田中慎也、豊田紀子、仲谷 都、慶山豊治・絢子、白石よしえ
２．

２０２０年以降の英語発音講座が、午後２時～２時５０分の時間帯で継
続して実施することが、第５回理事会で承認された。月例会会場設営時間
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の時間確保のため、講師の田中ケアリー先生の了解を得て、
１３：３０～１４：２５の時間帯に実施することになった。
４．片山先生の案をもとに、理事にご専門分野のアンケート調査を行った。
このアンケート調査結果を基礎資料として、今後の研究部発足に活かして
いきたい。
５．英検協会の木村光男専務理事の要請で、12 月 26 日（木）の午後 1 時半に
田中慎也理事、山本新治理事、川崎 清理事、毛里千里事務局長と
山岸信義理事長の 5 人で英検協会に行き、会議室で話し合いをした。
2012 年に、英検協会が公益財団法人になった時点で、民間の学会で
ある当研究所が、あたかも英検協会内にある組織の一部であるように誤解
され、外部からの問い合わせも多い。そこで、早急に、事務局を英検協会
以外に移して欲しいとの強い要望を受けた。
そこで、年末年始にかけて、大学で研究室を持つ理事に、事務局移転を引き
受けて頂き、同時に事務局長を担当する事が可能なところを募集した。

その結果、2020 年 4 月からは、岡山県にある吉備国際大学で当研究所の
事務局を引き受けて頂ける事になり、そこに勤務する当研究所理事の平見勇雄
先生が、事務局長をお引受け頂ける事になった。現在の事務局長の毛利千里
先生は、事務局補佐として、会計を担当する事になった。
英検協会では、今後も、当研究所の賛助会員として、賛助会費をお支払い
頂ける事になった。それと同時に、月例会での会場として、英検協会の会議室
を引き続き使わせて頂ける事になった。
６．その他

B. 議案
１．規約の改定
第七条
１．理事、会計、関係監査は総会において承認する。
２．理事長及び副理事長は理事会において選出する。
＜参考＞
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第七条

役員は次のようにして定める。
１．理事、会計、会計監査は総会において選出する。
２．所長及び副所長は理事会において選出する。
３．理事長及び事務局長は理事会において互選する。

第八条
１．所長→理事長
２．運営委員→理事
３．運営委員長→理事長は、理事会を招集し、会議の議長となる。
＜参考＞
第八条

役員の任務は次の通りとする。
１．所長は本学会を代表し会務を総括する。所長事故ある時は、副所長がこれを代行する。
２．理事は理事会を組織し、学会の運営及び他団体との連携に当たる。
３．所長（理事長）は理事会を招集し、会議の議長となる。
４．事務局長は所長（理事長）と共に理事会と事務局の運営に当たる。
５．会計監査は本学会の会計を監査する。

資料
国際教育研究所

規約（改訂版）

第一条

本学会は国際教育研究所と称する。The International Education Institute of Japan とする。

第二条

本学会の事務局は東京都新宿区横寺町５５

第三条

本学会は国際的日本人養成のための言語・文化教育の向上を目指し、研究・研修及びその推

公益財団法人

進活動を行うことを目的とする。
第四条

本学会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
１．総会、研究発表、講習会、特別講座等の開催
２．論文集、ニュースレター等の発行
３．国内、国外の大学・大学院その他の研究機関との交流
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日本英語検定協会内に置く。

４．個人及びグループの研究助成
５．その他必要な事業
第五条

本学会は国籍の如何を問わず、本学会の目的に賛同する教育者、教育関係者及びその他の者

で、細則に定める条件を満たした者をもって組織する。
第六条

本学会は次の役員を置く。
名誉所長 若干名

問

所

長（理事長兼務）１名

理

事

事務局長

第七条

顧

若干名
副所長（副理事長兼務）２名

専門領域ごとに選出
１名

会計

１名

会計監査

１名

役員は次のようにして定める。
１．理事、会計、会計監査は総会において選出する。
２．所長及び副所長は理事会において選出する。
３．理事長及び事務局長は理事会において互選する。

第八条

役員の任務は次の通りとする。
１．所長は本学会を代表し会務を総括する。所長事故ある時は、副所長がこれを代行す
る。
２．理事は理事会を組織し、学会の運営及び他団体との連携に当たる。
３．所長（理事長）は理事会を招集し、会議の議長となる。
４．事務局長は所長（理事長）と共に理事会と事務局の運営に当たる。
５．会計監査は本学会の会計を監査する。

第九条

各役員の任期は２ケ年とする。但し、再選は妨げない。

第十条

総会は毎年１回これを開く。総会の議長は総会において選出する。

第十一条

本学会の経費は、会費一人年額 5,000 円（但し学生会員は 2,000 円）及びその他の収入
による。
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第十二条

本学会の会計年度は４月１日に始まり、翌年の３月 31 日に終わる。

第十三条

この規約は総会において出席者の３分の２以上の賛成があれば変更できる。

第十四条

この規約は 199１年 10 月 1 日より施行する。
この規約は 2003 年４月１日より施行する。
この規約は 2005 年 6 月１日より施行する。
この規約は 2006 年４月１日より施行する。
この規約は 2007 年 12 月 20 日より施行する。
この規約は 2017 年４月１日より施行する。

細則
１．会員の資格は次の通りとする。
イ. 一般会員は当年次会費を納入した者。但し、会費を２年以上滞納した場合、会員資格を失い、
再入会する時には新たに入会手続きを必要とするものとする。
ロ.

特別会員は上の手続きの他に、別の定める講座等への参加資格を得た者とする。

ハ.

総会、研究集会、講習会等に参加するしないにかかわらず、積極的に本学会の目的達成のために
協力できる者。

２．会は必要に応じ、文書連絡等の略式で行うよう運営委員会で決めることができるものとする。

2.役員人事
会員主体で動く、国際教育研究所の組織つくりと、役割分担の配分、任務の責
任体制確立の組織運営について
理事長・副理事長の選出について
① 立候補

信任投票

②推薦

③互選

●1 年以内に次期理事長を決めたい。方法は理事会で決める。
●互選するなら，理事同士の交流をよりはかっていきたい。理事会で意見
をもらいたい。
（１）副理事長の選出は、理事長に準ずる。
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現在の当研究所の規約では、次のように書かれている。（一部抜粋）
第八条

役員の任務は次の通りとする。

２．理事長は本学会を代表し、理事会を招集し、議長を務める。
理事長の選出方法は、①立候補 信任投票
②推薦
③互選
の順とする。
３．副理事長（複数）の選出は理事長に準ずる。３．→理事は理事会の推薦を得
たものが、理事会の承認を経て決定する。
４．事務局長の選出は１に準ずる。事務局長は会計を兼務できる。
5.理事長、副理事長、事務局長で幹部会を構成する。幹部会では、理事会の原案
を作成し、理事会の検討、了承を得る。
6.幹部会、理事会は必要に応じて文書連絡、メール連絡で代行できるものとする。

３．月例研究会の方針
30 周年を向かえる２０２１年度から、国際教育研究所の運営方針の見直し
に伴い、会員主体の研究と研修を重視した組織改編に改める。
理事会組織の中でも、理事の先生方のそれぞれの学問分野でのご専門領域
では、当研究所で共有できる学術領域として、さらなる普及や促進を重視し、将
来的には、研究部組織の充実をはかり、自主的活動を重視した運営を目指してい
く。
当研究所の会員相互のさらなる交流を促進し、会員が主体となる研究・研修
活動を充実させていく

4.

月例研究会組織、担当者
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＜三つの運営委員会の具合的な企画・運営の内容と担当者の件＞
運営委員会として自主活動企画・運営委員会と年次大会企画・運営員会は今後
の課題とし、さしあたり次の三つを運営委員会として、活動を強化させていく。
（１） 月例研究会企画・運営委員会
①
企画・運営担当 （月例会・共催セミナー・発音講座）
②
当日の会場作り、案内掲示と取り外し
③
月例会の講師依頼、共催セミナー企画と実施計画
④
担当理事主任と副主任の決定はメンバ内で互選する。
(江口先生、山本先生、山崎先生、中西先生、猪狩保昌先生、猪狩（愛）先生、
慶山豊治さん、絢子さん、山下先生、山本さん、豊田先生、川崎先生、津田先生
１３名)
一部会員に固定するのではなく全会員が都合のいい回に所属し、担当月を全
員体制で運営していってはどうか？
（２）広報企画・運営委員会
①
報道機関への案内掲載依頼
② PDF 版の紀要発行
③PDF 版のニュースレター発行
（担当理事主任と副主任の決定）
平見先生（newsletter），瀬上先生（homepage），毛利先生(大修館関係)，井上
先生，立候補，および推薦）＊豊田先生に、ご協力要請をしてはどうか。
（３）紀要編集・査読運営委員会
①
②
③
④
⑤
⑥

紀要執筆者探しと依頼
紀要執筆要領の作成と確認
査読審査規定の作成と確認
印刷会社への紙媒体の少数の発行依頼
各号の編集企画の検討
担当理事主任と副主任の決定）

（林先生＜編集長>，小原<副編集長>，瀬上先生，川﨑先生，明神先生，白石
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先生、中西先生＜立候補，および推薦＞）柳澤先生に、ご協力要請をしてはどう
か。
＊名前は提案であり決定ではありません。
（４）事務局長：毛利千里先生→平見勇雄先生
（５）会計監査:：徳矢進先生→

5.

紀要

徳矢先生の後の人選を考える

査読要綱、応募規定

応募規定

平成 31 年度 国際教育研究所 紀要 第 26 号応募規定
応募資格
本研究所の会員及び会員の推薦を受けた者

内容
1. 国際教育（英語教育を含む）に関する研究論文，授業実践報告，及び広く国
際理解教育に関する書評や評論・エッセイ
2. 原稿は未発表のものに限る。ただし，口頭による発表はその限りではない。
3. 原稿は編集委員と編集委員が委嘱する専門家による査読審査を経て掲載を決
定する。
4. 執筆者に対して原稿料の支払いはせず，掲載料の徴収もしない。
形式・分量
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1. 日本語または英語
2. ワープロソフト（ワード、一太郎等）で作成する。字数はＡ４横書き，１ペ
ー ジあたり 36 字 35 行とする。本文のフォントはＭＳ明朝 10.5 ポイン
ト。タイトルは MS 明朝 太字＜ボールド＞11 ポイント。タイトルの後に４行
の改行を入れて、執筆者氏名（勤務先・肩書等）を記入する。氏名の後には
改行を１行入れてから，英文の要約（abstract）を記入する。英文の要約の
後に改行を一行入れてから，本文を始める。大見出しの前には改行を１行入
れる。大見出し・小見出しのフォントは MS P ゴシック 10.5 ポイントとし太
字<ボールド＞ にはしない。
3. ページ数は論文
4. の場合、図表・写真類を含めて８～１２ページを目安にする。実践報告，書
評，評論などは４～１０ページを目安とする。
5. 紀要に掲載された論文等の著作権は国際教育研究所に帰属する。
フォーマットのダウンロードは、ホームページで検索して確認して頂く。
提出先
原稿は電子メールにデータを添付し、以下の２か所に送付する。
①山岸信義理事長（yyama300@mbd.ocn.ne.jp）
③ 正人紀要編集委員長（msthysh@fc.ritsumei.ac.jp）
応募の締め切り
令和元年 12 月 20 日

テンプレート
タイトル
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山田太郎（〇〇大学准教授）
1 大見出し
1.1 小見出し
ここから本文です。本文のフォントは MS 明朝 10.5 です。タイトル，大見出
し，小見出し，引用文献・参考文献のフォントは MS P ゴシック 10.5 ポイント
です。
2 大見出し
2.1 小見出し
大見出しの前には改行を一行入れてください。引用文献・参考文献の書式につ
いては下記の具体例をご参照ください。
引用文献・参考文献
Claro, J. (2016). Japanese First-Year Engineering Students’ Motivation
to Learn English. Studies of Human Science, 12, 67-105.
Gardner, R.C., & Lambert, W. E. (1972). Attitudes and Motivation in
Second Language Learning. Rowley, Massachusetts: Newbury House.
Ryan, S. (2008). The ideal L2 selves of Japanese learners of English.
Unpublished Ph.D. dissertation, University of Nottingham, UK.
Ryan, S. (2009). Self and Identity in L2 Motivation in Japan: The Ideal
L2 Self and Japanese Learners of English. In Z. Dornyei & E. Ushioda
(Eds), Motivation, Language Identity and the L2 Self, pp.120-143.
Bristol: Multilingual Matters.
Taguchi, T., Magid, M., & Papi, M. (2009). The L2 Motivational Self
System among Japanese, Chinese and Iranian Learners of English: A
Comparative Study. In Dörnyei & Ushioda (Eds.), Motivation, Language
Identity and the L2 Self, pp.66-97, Multilingual Matters.
Ueki, M., & Takeuchi, O. (2015). Study Abroad and Motivation to Learn a
Second Language: Exploring the Possibility of the L2 Motivational
Self System. Language Education & Technology 52, 1-25.
酒井志延・中西千春・久村研・清田洋一・山内真理・間中和歌江・合田美子・河
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内山晶子・森永弘司・浅野享三・城一道子.(2010)．
「大学生の英語学習の意
識格差についての研究」『リメディアル教育研究』5(1), 9-20.
鈴木政浩(2014).「望ましい英語授業と楽しさの要因の関係－英語授業学研究の
視 点 か ら － Relationship Between Factors of Preferable Teaching
Practice and Enjoyment of Learning English in Classroom」『中部英語教
育学会紀要』第 43 号, 9-144.
松畑熙一. (1991).『英語授業学の展開』大修館書店.
査読基準
国際教育研究所：紀要査読審査基準（案）の検討資料
国際教育研究所紀要

No.

査読結果報告用紙

論文名
A. 5 点法評価
B.
以下の 3 つの視点から 5 点法で判断していただきます。
・独創性：論文のテーマや方法論に独創性があるか否か。テーマ自体が適切か否
かも含む。
・論理性：論文の構成や論の運び方が論理的であるか否か。問題提起が結論など
で明記されているかどうか。
・明解性：記述の仕方が、特に言語表現が、正確か否か。<注>や<参考文献>の内
容と記述法が適切か否か。
・妥当性：研究方法が妥当か否か。
・5：非常に優れている、4：かなり優れている、3：ふつう、2：やや劣っている、
1：非常に劣っている
該当する数字を○で囲んだあと、あるいは、1 つだけ選んで、総合点として判
定した数値の合計を記入してください。
独創性
論理性
明解性
妥当性
総合点

５
５
５
５
（

４
４
４
４
）点
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３
３
３
３

２
２
２
２

１
１
１
１

.

記述評価
要点のみで結構ですので、上記の判断の根拠などを記述してください。審査委
員会および応募者への結果通知の際に参考させていただきます。欄が不足でし
たら、A4 用紙で付加してください。
査読報告年月日

月

日

査読者氏名

全体的に
個々に（ページ数などを書き入れてコメントをお書きください。）
２０１９年度 紀要第２５号紀要編集委員兼紀要査読委員
論文審査委員長 林 正人（立命館大学教授）
審査委員：片山七三雄（東京理科大学教授）、小原弥生（神田外語大学非常勤
講師）
瀬上和典（東京家政大学非常勤講師）、中西千春（国立音楽大学教
授）
川﨑 清（文京学院大学名誉教授）

6.

２０２０年度月例研究会、発音講座予定

2020 年度の月例研究会実施計画案
2020 年度の月例研究会（第 4 週土曜日に実施）の年間計画案
◎

11 月の共催セミナーを取りやめ、通常の月例会とする（案）

2020 年 4 月 25 日（土）第 187 回月例研究会（15:00～17:00）
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テーマ：「変革と創造の時代を生きる子どもたちのために
小・中・高で求められること」
講

師：池田勝久（文部科学省

初等中等局

英語教科書調査官）

2020 年 5 月 23 日（土）第 188 回月例研究会（15:00～17:00）
テーマ：「英語教師が学生に日本語作文を教えてみて分かったこと」
講

師：川崎

清（文京学院大学名誉教授）

2020 年 6 月 27 日（土）第 189 回月例研究会（15:00～17:00）
テーマ：：「効果的なプレゼンテーション指導法についての考察」
１）認知面
２）情意面
講

師：中西千春（国立音楽大学教授）白石よしえ（近畿大学准教授）

2020 年 9 月 26 日（土）第 190 回月例研究会（15:00～17:00）

テーマ：「二言語教育法廃止以降の米国マイノリティ言語教育政策―ラテ
ィーノとネイティブ・アメリカンの事例を中心にー」
講 師：柳澤順一（芝浦工業大学工学部講師）

2020 年 10 月 24 日（土）第 191 回月例研究会（15:00～17:00）
テーマ：「英語学習に意欲が無い生徒向けの授業方法」
―英語教育の警鐘―
講 師：猪狩
愛（都立国分寺高校教諭）
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2020 年 11 月 28 日（土）第 192 回月例研究会（15:00～17:00）
テーマ：「英語教育を通して人を育てる」
講

師：山本新治（元実践女子大学講師）

●英語発音講座の具体的な補助員の人選の件（受付係・会場設営係など）
○受益者負担で、受講生に手伝って頂く（当研究所会員の受講生がいれば
その人に手伝って頂く）
○2020 年度から、月例会の時間帯が、１５：００～１７：００になった。
第 5 回理事会では、英語発音講座の時間帯が、１４：００～１４：５５と
なっていた。しかし、多数の参加者が予想される月例会では、5 分間で、
仕切りを外し、2 つの会議室を使っての会場作りをすることが難しくなる
ので、発音講座の時間帯を変更し、１３：３０～１４：２５とすることに
することが、発音講座の田中ケアリー先生の同意を得て決まった。

○理事会が、１３：３０～１４：３０の時間帯で行なうので、早めにきた理
事が発音講座の手伝いをする事も含めて、会場設営の担当者を検討した
い。

３．2020 年度の共催セミナーの企画について
いろいろ課題が多いので、来年度は中止とする。

４．当研究所の規約第 3 条の一部語句変更に伴う、今後の活動方針
の再検討と会員の共通理解を共有する内容の検討と確認
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○日本人を人間に代えただけなので、世界に通用する国際人（国際人間）の
育成の意味合いを強めていく、という考え方でも良いと考える。（一案）
5.会員主体で動く、国際教育研究所の組織つくりと、役割分担の配分、任務の責
任体制確立の組織運営について
6 会計から決算報告、予算案（会計による別紙参照）
7.会計年度終了後の理事会に提出する
8.

Newsletter 関係

ニュースレター発行の件
① News Letter 第 81 号が 2019 年 7 月 10 日に発行された。巻頭言：白石よ
しえ
② News Letter 第 82 号は 2019 年 10 月 15 日に発行された。 巻頭言：田中
慎也
③ News Letter 第 83 号は 2019 年 12 月 10 日に発行予定。
巻頭言：山
崎 勝
④ News Letter 第 84 号は 2020 年 3 月 10 日に発行予定。 巻頭言：伊藤卓
治
ニュースレターの発行予定日と巻頭言の執筆予定者（案）
News
News
News
News

9.

Letter 第 85 号が 2020 年６月 30 日に発行予定。巻頭言：山本 新治
Letter 第 86 号が 2020 年 10 月 10 日に発行予定。巻頭言：川崎 清
Letter 第 87 号が 2020 年 12 月 10 日に発行予定。巻頭言：豊田典子
Letter 第 88 号が 2021 年 3 月 10 日に発行予定。巻頭言：伊藤卓治

研究部の立ち上げ原案（継続審議）

【今後の課題】研究部の立ち上げと会員相互の研修・研究の充実の項目は、前回
の理事会で削除となったが、理事のご専門分野のアンケート調査の結果を踏ま
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えて、今後の改題として、継続審議をしていきたい。
10.

総会

６．2019 年度

国際教育研究所

総会(検討案)

●当初は、4 月例会後に総会を予定していたが、4 月 25 日（土）の第 187 回
月例研会では、文部科学省 初等中等局 英語教科書調査官の池田勝久
先生の講演が予定されており、池田先生に講師依頼をする時に、講演会終
了後に講師を囲んだ懇親会を開催する旨の約束をした関係で、総会は、当
初予定されていた 4 月ではなく、5 月 23 日（土）の第 188 回月例研究会
終了後に総会をすることになった。
●但し、2020 年度以降に理事のご就任をお願いする事に決定している、猪
狩保昌先生、慶山豊治様・絢子様、豊田典子先生、山本あゆみさんには、
総会の決議なしでも、4 月 1 日付けで、国際教育研究所の理事ご就任の委
嘱状を発行し、送付する予定である。
●5 月の総会議案についての協議をする為に、2020 年 3 月第 4 週の土曜日
にあたる 3 月 21 日の１５：００～１７：００の時間帯で、第 7 回理事会
を開催する事を予定しているので、理事の先生方は、予定に入れておいて
頂きたい。場所は、上野のバンブガーデン 2 階の個室を予約する予定で
す。
Ａ．総会での報告事項（案）
１． ２０１９年度国際教育研究所月例研究会実施報告
①２０１９年度は「グローバル化に向けた英語授業改善の多様な試み」を年
間テーマとして、月例研究会を実施した。
② ２０１８年年度の月例研究会では、１４：００～１７：００の時間帯で、
第１部を講演、第２部を授業実践発表にわけて実施した。
③ 月別出席者数：4 月（１６名）、5 月（１６名）、6 月（１７名）、
9 月（１３名）、１０月（１３）、共催セミナー：11 月（３３名）で、平均１
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８名の出席者であった。
２． １１月２４日（日）に開催された、日本 CLIL 教育学会との共催セミナー
の実施報告：山崎 勝・山野有紀（共催セミナー担当理事）
①

共催セミナーの参加者：３３名

② 参加者の内訳
国際教育研究所会員１２名
CLIL 会員５名
学生 ４名
一般 ６名
③

共催セミナーの総括

山岸信義（所長・理事長）

１１月２４日【日】に開催された共催セミナー参加者は、小学校・中学
校・高校・大学の先生方を含めて、３３名の出席者がありました。
「CLIL の
考えを取り入れた英語授業改善」というセミナーの全体テーマで、第１部
～第３部までの３部構成で、13:00～17:00 の時間帯で、次のような内容で
共催セミナーが実施された。
第１部「講演」13:00～13:50
司会：山崎 勝（国際教育研究所理事）
講演者：山野有紀（宇都宮大学教育学部准教授）
テーマ：
「これからの外国語教育―CLIL（内容言語統合型学習）による授業実践
とその可能性―」
第２部「CLIL 型授業実践発表」14:00～16:10
司会：山野有紀（日本 CLIL 教育学会理事・国際教育研究所理事）
発表者：宮田一士（栃木県日光市立大沢小学校教諭）14:00～14:30
水井通浩（栃木県矢板市立矢板中学校教諭）14:30～15:00
渡辺聡代（栃木県立宇都宮南高等学校教諭）15:10～15:40
仲谷都（日本大学非常勤講師）
15:40～16:10
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内容：小学校・中学校・高校・大学での CLIL 型授業実践発表
第３部「シンポジウム」16:20～17:00
司会・シンポジスト・コーディネーター：山野有紀（宇都宮大学教育学部准
教授）
パネリスト：講演者・小・中・高・大での授業実践発表者
テーマ：「CLIL の考えを取り入れた英語授業改善」
共催セミナー会計報告（毛利）会計による別紙参照（総会当日配付）
３．「英語教育」2019 年 10 月増刊号に当研究所の案内が掲載された。
４．ニュースレター発行の件（山岸）
News Letter 第 81 号が 2019 年 7 月 10 日に発行された。巻頭言：白石よしえ
News Letter 第 82 号は 2019 年 10 月 15 日に発行された。 巻頭言：田中慎也
News Letter 第 83 号は 2019 年 12 月 10 日に発行予定。

巻頭言：山崎 勝

News Letter 第 84 号は 2020 年 3 月 10 日に発行予定。 巻頭言：伊藤卓治

５．2019 年度（令和元年）会計決算報告及び 2020 年度（令和２年）予算案（毛
利千里）
６．紀要第 25 号を発行した。
７．国際教育研究所の査読要領について
８．２０２０年度 国際教育研究所 紀要 第２７号応募規定
9 . 2020 年度「英語発音講座実施」の件（田中ケアリ―）
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来年度以降も、2 年間継続による 10 回で修了する「英語発音講座/発音クリニ
ック」の開催を計画している。
発音講座サポート体制の要望
①

「英語発音講座/発音クリニック」の時間帯は、過去 2 年間は、13:00
～13:50 であったが、来年度以降は、5 分間の時間延長をすることを承認
して頂きたい。来年度の月例会の開始時刻により変わる可能性がある。
13:30～14:25 とする。

② 昨年と今年度の講座と同じように、今後も、英語発音講座の総収入から
諸経費を差し引いた額の４０％を、当学会に渡される額となる。→OK
10．会員・新会員動向→２０１９年度終了後にまとめて報告する。
〇２０１9 年度退会会員：
〇２０１９年度新入会員：
１１．その他の報告
Ｂ．次回総会での審議事項
１．

役員人事の件

第４回理事会では、当研究所の役員人事として、次のように決まった。
役職から所長・副所長を外し、理事長・副理事長とする
２０２０年度役員は以下の通りです。
名誉所長：羽鳥博愛、顧問：伊藤卓治、徳矢進、
理事長
副理事長

：山岸信義、
：片山七三雄、小原弥生
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事務局長：毛利千里
●２０２０年度から２０２１年３月まで新たに理事に推薦され、理事会で承認
された会員
●２０２０年度からの新理事
豊田典子、猪狩保昌、慶山豊治、慶山絢子、山本あゆみ、林
理

正人

事：山岸信義、小原弥生、片山七三雄、江口邦彦、白石よしえ、瀬上和典、
田中慎也、田中ケアリ―、平見勇雄、山崎勝、山本新治、山本恭子、
中西千春、川崎清 ＋上記５名

会計監査：徳矢進
【退任意志を示された理事】

【理事の人数】
定員数は定めない
２．
①

国際教育研究所規約改訂の件
規約の第３条の一部の語句が変更になったが、その他の個所の改訂部
分
があるかどうかの検討

●下記の第八条の個所を含めて改訂する件

第５回幹部会議事録中の議案５を参照のこと
国際教育研究所月例研究会（案）
年間テーマ：国際市民意識を育てる、英語教育推進の多様な試み（案）
→ 会員から聞いてはどうか？
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３．ニュースレターの発行予定日と巻頭言の執筆予定者（案）
News Letter 第 85 号が 2020 年６月 30 日に発行予定。巻頭言：山本

新治

News Letter 第 86 号が 2020 年 10 月 10 日に発行予定。巻頭言：川崎 清
News Letter 第 87 号が 2020 年 12 月 10 日に発行予定。巻頭言：豊田典子
News Letter 第 88 号が 2021 年 3 月 10 日に発行予定。巻頭言：未定

【今後の課題】

研究部の立ち上げと会員相互の研修・研究の充実

理事のご専門分野のアンケート調査の結果を踏まえて、今後の改題として、
継続審議をしていきたい。

国際教育研究所臨時理事会議案
日

時：2020 年２月 8 日(土曜日) １５:00～１７:００

場

所：公益財団法人 日本英語検定協会 B 館 1 階 小会議室Ａ

出席者：瀬上和典、小原弥生、平見勇雄、川崎 清、山岸信義
欠席者：片山七三雄、白石よしえ、山崎 勝、山野有紀、中西千春、山本恭子、山本新
治、田中慎也、江口邦彦、田中ケアリー、
司
書

会：山岸信義
記：瀬上和典

【臨時理事会開催の趣旨】
１． 副理事長の片山七三雄先生が、年度途中での副理事長を辞退されたので、その後任人
事を今回の臨時理事会の議案に取り入れる。
【理事長の案】川崎 清理事（文京学院大学名誉教授）を、片山七三雄先生の後任として
推薦し、2020 年 2 月～2021 年 3 月まで幹部会に所属して頂く。

２．当初は、山岸理事長の辞任に伴う次期役員選出が、臨時理事会での主な議案であっ
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た。しかし、山岸理事長の健康状態が回復しつつあり、主治医との相談結果、2021
年 4 月以降も理事長を続行する事が可能であることが判明した。そこで、当初の臨時
理事会での内容を一部変更となった。

３．

５月の総会が円滑に行われるように事前の打ち合わせをする。

【臨時理事会での審議事項】
１．２０２０年度幹部会メンバーについて
理事長：山岸信義
副理事長：小原弥生、川崎 清
平見勇雄（事務局長）、毛里千里（会計担当）

Ａ

報告

３． ２０１９年度国際教育研究所月例研究会実施報告
月別出席者数：4 月（１６名）、5 月（１６名）、6 月（１７名）、9 月（１３名）、１０
月（１３）、共催セミナー：11 月（３３名）で、平均１８名の出席者であった。
２０１９年度年間テーマ：グローバル化に向けた英語授業改善の多様な試み
２０１９年４月 20 日（土）第１８２回月例研究会（14:00～17:00）
第１部：講演(１４：００～１５：２０)
テーマ：「日本の外国語教育政策と共生の論理を考える」
－国際化の進展と言語（英語）教育の中でー
講 師：田中慎也（元日本言語政策学会会長）
休 憩：15:20～15:30
第２部：授業実践発表(15:30～17:00)
テーマ：「理系のための異文化間コミュニケーション教育」
発表者：片山七三雄（東京理科大学教授）
２０１９年５月２５日（土）第１８３回月例研究会
第１部：講演(１４：００～１５：２０)
テーマ：「段階別の分類をふまえた音読の種類・目的・使用法」
―個人から協同学習に向けた音読指導の影響―
講 師：小原弥生（神田外語大学非常勤講師）
休 憩：15:20～15:30
第２部：授業改善に向けての提言(15:30～17:00)
テーマ：「新学習指導要領が目指す英語教育」
－主体的、対話的で、深い学びが出来る事を目指した英語の授業改善―
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発表者：西垣知佳子（千葉大学教育学部教授・
千葉大学付属校英語科授業指導担当）
２０１９年６月２２日（土）第１８４回月例研究会
第１部：講演・提言(１４：００～１７：００)
テーマ：小学校プログラミング教育国際事情と英語教育
講

師：豊田典子（法政大学経済学部兼任講師）

２０１９年９月２８日（土）第１８５回月例研究会
第１部：講演(１４：００～１５：２０)
テーマ：「レディネスに関する一考察－英検と TOEIC SW と
を受験した生徒の結果から見えてくること－」
講

師：奥山則和（桐蔭学園グローバル教育センターセンター長）

休

憩：15:20～15:30

第２部：授業実践発表(15:30～17:00)
テーマ：「英語学習のやる気を出させる教材の紹介」
発表者：猪狩

保昌（都立東大和高等学校

教諭）

２０１９年１０月２６日（土） 第１８６回月例研究会
第１部：講演(１４：００～１５：２０)
テーマ：「立命館大学経営学部の英語教育」
－国際経営学科の英語教育プログラムを中心にー
講

師：

林

正人（立命館大学教授）

休 憩：15:20～15:30
第２部：授業実践発表(15:30～17:00)
テーマ：「初級の学生へのディスカッション指導法」
－意味のあるディスカッションを身に着ける方法を考えるー
発表者：仲谷

都（日本大学）

４． １１月２４日（日）開催の日本 CLIL 教育学会との共催セミナーの実施報告
（１）共催セミナーの参加者：３３名
（２）参加者の内訳:国際教育研究所会員１２名, CLIL 会員５名, 学生
（３）共催セミナーの総括

４名,一般６名

山岸信義（理事長）

１１月２４日【日】に開催された共催セミナー参加者は、小学校・中学校・高校・
大学の先生方を含めて、３３名の出席者がありました。
「CLIL の考えを取り入れた英語授
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業改善」というセミナーの全体テーマで、第１部～第３部までの３部構成で、13:00～
17:00 の時間帯で、次のような内容で共催セミナーが実施された。アンケートの集計結果
をみても高い評価が得られ、多くの参加者からも感謝された。

第１部「講演」13:00～13:50
司会：山崎 勝（国際教育研究所理事）
講演者：山野有紀（宇都宮大学教育学部准教授）
テーマ：
「これからの外国語教育―CLIL（内容言語統合型学習）による授業実践とその可能性―」

第２部「CLIL 型授業実践発表」14:00～16:10
司会：山野有紀（日本 CLIL 教育学会理事・国際教育研究所理事）
発表者：宮田一士（栃木県日光市立大沢小学校教諭）14:00～14:30
水井通浩（栃木県矢板市立矢板中学校教諭）14:30～15:00
渡辺聡代（栃木県立宇都宮南高等学校教諭）15:10～15:40
仲谷都（日本大学非常勤講師）

15:40～16:10

内容：小学校・中学校・高校・大学での CLIL 型授業実践発表

第３部「シンポジウム」16:20～17:00
司会・シンポジスト・コーディネーター：山野有紀（宇都宮大学教育学部准教授）
パネリスト：講演者・小・中・高・大での授業実践発表者

テーマ：
「CLIL の考えを取り入れた英語授業改善」

（４）共催セミナー会計報告（毛利）
○収入 参加費 ３３，０００円
内訳

○支出

一般

１２，０００円（２，０００円×６名）

国際教育研究所会員

１２，０００円（１，０００円×１２名）

ＣＬＩＬ会員

５，０００円（１，０００円×５名）

学生

４，０００円（１，０００円×４名）

４０，７９０円
内訳

外部発表者へ謝礼兼交通費 ４０，０００円（１０，０００円×４名）
資料コピー代

○差し引き

７９０円

△７，７９０円 （研究所会計より補填）

３「英語教育」2019 年 10 月増刊号に当研究所の案内が掲載された。

50

４．ニュースレター発行の件
News Letter 第 81 号が 2019 年 7 月 10 日に発行された。巻頭言：白石よしえ
News Letter 第 82 号は 2019 年 10 月 15 日に発行された。 巻頭言：田中慎也
News Letter 第 83 号は 2019 年 12 月 10 日に発行予定。
News Letter 第 84 号は 2020 年 3 月 10 日に発行予定。

巻頭言：山崎 勝
巻頭言：伊藤卓治

５紀要第 2６号を発行した。
６国際教育研究所の査読要領について
７２０２０年度 国際教育研究所 紀要 第２７号応募規定
８２０２０年度「英語発音講座実施」報告（田中ケアリ―）
来年度以降も、2 年間継続による 10 回で修了する「英語発音講座/発音クリニック」の開
催を計画しているが受付、会場準備等、発音講座サポート体制を要望する。
②

「英語発音講座/発音クリニック」の時間帯は、過去 2 年間は、13:00～13:50 で
あったが来年度以降は、5 分間の時間延長をして開始時刻を 13:30～14:25 とする。

③ 今年度の講座と同じように、今後も、英語発音講座の総収入から諸経費を差し引
いた額の４０％を、当学会に納入する。

９．会員・新会員動向(２０２０年２月現在)
〇２０１9 年度退会会員：永山智高、鈴木政浩，笹嶋茂、大沢美穂子、勝又美智雄、若林陽子
山野有紀
〇２０１９年度新入会員： 中西千春、川﨑清，楊 達、川﨑美智子、豊田典子、津田ひろみ
○会員総数
１０

：３８名

事務局移転先

〒７１６－８５０８ 岡山県高梁市伊賀町８ 吉備国際大学アニメーション文化学科
１２６４ 平見勇雄研究室内
℡ ０９０－１００３－１４８１

Ｂ．審議事項
４．

役員人事の件
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２０２０年度役員
名誉所長：羽鳥博愛、顧問：伊藤卓治、徳矢進、
理事長 ：山岸信義、
副理事長：小原弥生、川崎 清
理事

：山岸信義、小原弥生、片山七三雄、江口邦彦、白石よしえ、瀬上和典、

田中慎也、田中ケアリ―、平見勇雄、山崎勝、山本新治、山本恭子、中西千春、
川崎清、豊田典子、猪狩保昌、慶山豊治、慶山絢子、山本あゆみ、林 正人
事務局長：平見勇雄
会計

：毛利千里

会計監査：未定（徳矢進先生が長期入院中のため、当面、山岸理事長が代行する）

５．

国際教育研究所規約改訂の件

①

規約の第３条の一部、第六条、第八条等の語句が変更になったため早急に規約の整備
の必要性があるので、規約検討委員会を設けそのメンバーを決めたい。
②案 幹部会メンバーとして幹部会メンバー+理事 2 名

メンバー案 ①案 理事５名

３．

2020 年度の国際教育研究所月例研究会実施計画案

●２０２０年度は年間テーマは設定しない。

場

所：公益財団法人

日本英語検定協会

Ｂ館 1 階 大会議室

2020 年 4 月 25 日（土）第 187 回月例研究会（15:00～17:00）
テーマ：「変革と創造の時代を生きる子どもたちのために
小・中・高で求められること
講

師：池田勝久（文部科学省

初等中等局

英語教科書調査官）

2020 年 5 月 23 日（土）第 188 回月例研究会（15:00～17:00）
テーマ：「英語教師が学生に日本語作文を教えてみて分かったこと」
講

師：川崎

清（文京学院大学名誉教授）

2020 年 6 月 27 日（土）第 189 回月例研究会（15:00～17:00）
テーマ：：「効果的なプレゼンテーション指導法についての考察」
１）認知面

２）情意面

講師：中西千春（国立音楽大学教授）白石よしえ（近畿大学准教授）ここ変更の
可能性あり。
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2020 年 9 月 26 日（土）第 190 回月例研究会（15:00～17:00）
テーマ：「二言語教育法廃止以降の米国マイノリティ言語教育政策
―ラティーノとネイティブ・アメリカンの事例を中心にー」
講

師：柳澤順一（芝浦工業大学工学部講師）

2020 年 10 月 24 日（土）第 191 回月例研究会（15:00～17:00）
テーマ：「英語学習に意欲が無い生徒向けの授業方法」
―英語教育の警鐘―
講

師：猪狩

愛（都立国分寺高校教諭）

2020 年 11 月 28 日（土）

テーマ：「英語教育を通して人を育てる」
講 師：山本新治（元実践女子大学講師）
（検討課題）共催はしないで、国際教育研究所の年次大会とする。詳細は未定。

2021 年度月例研究会の司会者
４月（

） ５月（

） ６月（

） ９月（

）１０月（

）11 月（

）

＊現在未定であるが、発表者からの希望なども聞いて、早急に決める。
「２０２０年度の月例会に関する検討課題」

１．2020 年 6 月 27 日（土）第 189 回月例研究会の例会では、「効果的なプレゼンテーシ
ョン指導法についての考察」のテーマで、(1)認知面,(2)情意面に分けて、講師の中西先
生と白石先生にご提言頂く事になっている。
１月１０日の新年会では、中西先生を囲んだ雑談の中で、豊田典子先生と山本恭子先生
が、中西先生と意気投合して、
「自分たちもこのテーマでの実践体験の発表に参加したい」
との思いが語られ、４人で発表する事を検討したい、との合意がなされたようであ
る。引き続き、当事者で協議を重ねて頂き、最終案を出して頂く。
２．11 月 28 日(土)の月例会での山本新治先生のご講演とテーマは、既に決定している。
「11 月の
共催セミナーが無くなるのであれば、11 月例会を、当研究所の年次大会に切り替えたらどうで
あろうか」との声が、1 月 11 日の新年会で出された。
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この件では、まだ理事会では、協議がなされていない。共催セミナーの時のような開催時間（１
３：００～１７：００）とするか？メイン講師の山本新治先生の他に、講演と同じ「英語教育を
通して人を育てる」の共通テーマで、会員から提案者を募ることも、検討が必要と思われる。

また、同じテーマでのシンポジウムも検討の必要があると思われる。もし、開催時間の変更が
あれば、11 月の時間延長は、決まり次第手続きを英検協会と取る予定にしている。

４．ニュースレターの発行予定日と巻頭言の執筆予定者（案）
News Letter 第 85 号が 2020 年６月 30 日に発行予定。巻頭言：山本恭子
News Letter 第 86 号が 2020 年 10 月 10 日に発行予定。巻頭言：川崎 清
News Letter 第 87 号が 2020 年 12 月 10 日に発行予定。巻頭言：豊田典子
News Letter 第 88 号が 2021 年 3 月 10 日に発行予定。巻頭言：瀬上和典

５

２０１９年度会計決算案ならびに２０２０年度予算案（毛利）
会計年度が４月１日～３月３１日なので４月以降に提出いたします。

６【今後の課題】
１．研究部の立ち上げと会員相互の研修・研究の充実
理事のご専門分野のアンケート調査の結果を踏まえて、今後の課題として、継続審議を
していきたい。
２他学会との共催セミナーに代わって、年 1 回の当研究所主催の年次大会を開催し、全会
員が参加する体制を整えていく。
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