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巻頭言

明海大学　学長　安井利一

今年度の「大学と地域連携の未来」シンポジウムの開催に当たり、本学と連携

協定を締結して様々な事業を実施する上で、ご協力をいただいている地元浦安市

をはじめ、足立区、東京都、横手市の教育関係者の他多くの皆さまからのご出席

を賜り感謝を申し上げます。

さて、本シンポジウムは、本学に地域学校教育センターを2016年に設置して

以来開催させていただいており、今回で4回目を迎えます。第1回は、2017年2

月4日に「日本語指導支援等学校支援の在り方」をテーマに開催し194名の参加

者があり、第2回は、2018年2月12日に「学校教育の充実のための大学における

支援の在り方」をテーマに開催し211名の参加者、そして第3回は、2019年2月9

日に、「変革する日本と学校教育―大学と地域の連携の在り方―」をテーマに開

催して239名の参加者を得ました。

第1回シンポジウムは、本学のブランディングの一つにもなっている日本語を

母語としない子供たちの支援の実態を明らかにするとともに、今後の日本語指導

の方向性について議論をしました。第2回シンポジウムからは、引き続き日本語

指導支援の分科会を設置するとともに大きな変革が求められる英語教育支援の分

科会を設置して議論をしました。第3回シンポジウムからは、これらに加えて浦

安市での小学校における校務補助支援に関する分科会を設置し、多角的な視点か

ら大学がいかに地域貢献できるか議論してまいりました。

そして、今回第4回目を迎えたシンポジウムでは、大学の地域連携の現状と課

題―これから求められる大学の役割と方向性―をテーマとして、新たに開始した

横手市との連携を含み、これまで本学が実施してきた支援についてレビューする

とともに小中高の学習指導要領の改訂に基づき学校教育が大きく変化しようとす

る中で、今後、どのように大学が地域の学校に対して支援をすべきかなど令和の

時代における支援の方向性を議論します。

本日のシンポジウムが、参加された皆さま方にとって日本の教育を考える上で

有意義な機会であるとともに、皆さま方からいただいたご意見をもとに本学が更

に進化していく契機となることを切に希望して冒頭のあいさつといたします。

2020年2月11日

3



本日のプログラム 
12：00 開場・ポスターセッション 
12：30 開会（2206 教室） 

司会 山下 茉穂（英米語学科 4 年） 
学長挨拶 明海大学学長 安井 利一 
来賓挨拶 足立区教育委員会 教育指導部長 荒井 広幸 氏 
     浦安市教育委員会 教育総務部参事 大友 隆司 氏 

   センター長挨拶・METTS 紹介  
副学長 外国語学部長 教職課程・地域学校教育センター長 高野 敬三 

 
12：40 講演 「サービスラーニングによる大学と地域の連携の意義」 
      （独）国立青少年教育振興機構青少年教育研究センター長 村上 徹也 氏 
 

第 1 分科会 「高等学校連携」（2201 教室） 

14：20 活動報告 
司会 複言語・複文化教育センター助教 山岸 宏明 

（１） 日本語指導支援 
① 都立飛鳥高校 

大学院応用言語学研究科博士前期課程 1 年 大原 慎之介 
都立飛鳥高校 1 年   曹 嘉敏さん、宮内 カオリ メイさん 

宮内 クリシャ メイさん、菅原 ジャイラさん 
ペレス・モラレス・ダンナ・パオラさん 

② 都立南葛飾高校 
大学院応用言語学研究科博士前期課程 1 年 荷見 美有 
日本語学科 3 年 齋藤 菜々花 
都立南葛飾高校 1 年           アチャリヤ・アニックスさん 

                       バスネット・モハン・バハドールさん 
（２） 訪問交流会・明海大学「大学生と話そう会」 

① 訪問交流会 都立田柄高校 
英米語学科 1 年 劉 博文 
都立田柄高校 1 年          蔵本 達仁さん、今田 優紀さん 

鈴木 愛莉さん、川村 モモさん 
② 明海大学「大学生と話そう会」 

教職課程センター・地域学校教育センター教授 坂本 純一 
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都立飛鳥高校 3 年 城守 愛斗さん 
都立竹台高校 3 年   KUNWAR SONY さん、ダカル・キリテカさん 
都立南葛飾高校 1 年            冀 洪沢さん、呂 威さん 

（３） 「校内寺子屋」支援（都立葛西南高校） 
英米語学科 3 年 小出 駿平 
都立葛西南高校 1 年 鈴木 翠優さん、齊川 樹里亜さん、諏訪 愛彩利さん 

 
15：10 ポスターセッション（休憩も含む） 
（1）日本語指導支援 

① 都立飛鳥高校支援 
大学院応用言語学研究科博士前期課程 1 年 大原 慎之介 
大学院応用言語学研究科博士前期課程 1 年 升谷 理紅 

② 都立南葛飾高校支援 
大学院応用言語学研究科博士後期課程 1 年 林 苗 
日本語学科 3 年 風間 みなみ 

（2）訪問交流会・明海大学「大学生と話そう会」 
       教職課程センター・地域学校教育センター教授 坂本 純一 
（3）教員研修会 
       外国語学部日本語学科教授 木山 三佳 
       外国語学部日本語学科講師 田川 麻央 
（4）「校内寺子屋」支援 
       英米語学科 2 年 高橋 勇気 
 
15：40 パネルディスカッション  
    「本学が進めてきた高等学校連携の検証と今後の可能性を探る」 

パネリスト 
都立南葛飾高校 校長 渡邊 範道 氏 
外国語学部日本語学科教授 木山 三佳  
大学院応用言語学研究科博士後期課程 1 年 林 苗 
英米語学科 4 年 渡辺 幹太 

コーディネーター  
教職課程センター・地域学校教育センター教授 坂本 純一 

16：30 閉会 
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第 2 分科会 「足立区教育連携」（2204 教室）  

14：20 活動報告 
司会 英米語学科 3 年 中村 亮介 
進行 足立区教育委員会学力定着推進課指導主事 山口 哲治 氏 

（１） 明海大学あけみ英語村 2019―小学生異文化交流プロジェクト― 
足立区立中島根小学校長 武井 利依 氏 

（２） 足立区中学校異文化交流事業 
足立区立竹の塚中学校長 齋藤 由美子 氏 
英米語学科 1 年                   エンリケス・カール 

（３） 足立区民対象生涯学習講座（英語） 
講座参加者代表 長ヶ部 光矢 氏 
複言語・複文化教育センター教授                      パトリツィア・ハヤシ 
英米語学科 3 年 内藤 卓 

（４） 足立区英語マスター講座修了者成果発表会 
足立区教育委員会学力定着推進課指導主事 山口 哲治 氏 

（５） 足立区小学校英語支援 
足立区教育委員会学力定着推進課指導主事 山口 哲治 氏 

 
15：10 ポスターセッション（休憩も含む） 

英米語学科 3 年                                    中村 陸、中村 亮介 
 
15：40 パネルディスカッション  

司会 英米語学科 3 年 中村 陸 
    「本学が進めてきた足立区教育連携の検証と今後の可能性を探る」 

パネリスト  
（独）国立青少年教育振興機構青少年教育研究センター長 村上 徹也 氏 
足立区教育委員会英語教育推進担当課長 志村 昌孝 氏 
足立区立竹の塚中学校長 齋藤 由美子 氏 
教職課程センター・地域学校教育センター准教授 百瀬 美帆 
教職課程センター・地域学校教育センター准教授 金子 義隆 
英米語学科 3 年 白井 萌 
コーディネーター  
教職課程センター・地域学校教育センター教授 石鍋 浩 

16：30 閉会 
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第 3 分科会 -「浦安市・横手市教育連携」（2205 教室）  

14：20 活動報告 
司会 英米語学科 4 年 池田 義友 

（１） 浦安市小学校英語支援 
英米語学科 3 年 金子 駿太 

（２） 浦安市青少年自立支援未来塾 
英米語学科 1 年 君塚 翔伍 

（３） 横手市との包括連携 
経済学科 2 年 伊藤 正紀 

 
15：10 ポスターセッション（休憩も含む） 
（１） 浦安市小学校英語支援 

英米語学科 3 年                           神谷 美麗、宮本 隆一 
（２） 浦安市青少年自立支援未来塾 

英米語学科 3 年 山崎 紗緒里 
 
15：40 パネルディスカッション  
    「本学が進めてきた浦安市・横手市教育連携の検証と今後の可能性を探る」 

パネリスト  
浦安市立日の出小学校長 吉田 惠美子 氏 
浦安市教育委員会生涯学習課生涯学習係主任主事・社会教育主事 
 香川 敦司 氏 
英米語学科 3 年 寺内 朋之 
英米語学科 3 年 鶴巻 沙希 
経済学科 2 年 中里 圭 

コーディネーター 
教職課程センター・地域学校教育センター教授 木内 和夫  

16：30 閉会 
 
 

日本語指導支援（都立飛鳥高校）、日本語指導支援（都立南葛飾高校）、訪問交流会・明海大学「大学生と
話そう会」、教員研修、「校内寺子屋支援」（都立葛西南高校）、足立区小学校英語支援、明海大学あけみ英
語村 2019―小学生異文化交流プロジェクト―、足立区中学校異文化交流事業、足立区民対象生涯学習講座
（英語)、足立区英語マスター講座修了者成果発表会、浦安市小学校英語支援、浦安市小学校校内研究支援、
浦安市青少年自立支援未来塾、「探究ゼミ」（千葉県立浦安高校）、横手市との包括連携、明海大学・朝日大
学共催 2019 英語授業改革セミナー「本気で授業改革！」、2019 年度ニューズレター 

ポスターセッション 資料 
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1　はじめに

本報告は都立飛鳥高校で日本語指導が必要な外

国人生徒に対して、外国語学部日本語学科及び応

用言語学研究科の学生が日本語指導支援を行った

ものである。

2　実施の様子

（1）都立飛鳥高校全日制課程

①実施回数：

前学期（夏休み含む）10回、後学期11回、各2

時間、合計42時間

②参加者：

指導対象生徒数7名程度

指導支援参加大学生数7名

③教科書：

『日本語N3文法・読解まるごとマスター』

『学ぼう日本語　初中級』

『新完全マスター日本語能力試験N2読解』

『読解厳選テーマ10【中級】【中上級】』

（2）都立飛鳥高校定時制課程

①実施回数：

前学期4回、後学期6回、各2時間、合計20時間

②参加者：

指導対象生徒数22名程度

指導支援参加大学生数7名

③教科書：

『ビジネス日本語30時間』

『まるごと−日本のことばと文化−』

『初級から始めようにほんご会話トレーニング』

『生活カタカナ』

『カタカナスピードマスター』

① 日本語指導支援（都立飛鳥高校）
実 施 期 間：全日制課程 2019年5月13日〜
　　　　　　定時制課程 2019年4月21日〜
報　　　告：大原　慎之介（大学院応用言語学研究科博士前期課程1年）

3. 活動報告 (1) 高等学校連携
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3　先生方から

全日制課程　副校長　池田　厚先生

飛鳥高校全日制課程では、毎年「在京外国人生

徒募集枠」で20名の外国籍生徒を受け入れてい

ます。その中には日本語が殆どできない生徒も含

まれており、明海大学との連携教育を利用して、

放課後にその生徒達対象の講座を開設していま

す。生徒たちは今年度も夏季講座を含む21回の

講座に参加することで、日本語力が向上し、安心

して高校生活を送ることができています。日本語

教育は今後益々必要であり、きめ細かい段階を踏

んだ日本語講座を設定することが各学校でも急務

となっています。

定時制課程　副校長　小窪　昇先生

本校に入学してくる生徒の約60％が外国にルー

ツを持つ。入学者は年々増加傾向にあり、そのほ

とんどが日本語指導の必要な生徒である。日本語

支援事業を活用し、明海大学と提携した日本語講

座を実施して4年目を迎えた。今年度は、対象生

徒22名中、89.8％の参加を得ている。能力別に3

グループに分かれ、指導してくださる明海大学の

学生さんと本校生徒の双方が真剣味ある中にも笑

顔に溢れ、楽しく学習している姿が見て取れる。

日本語理解度も着々と向上しており、生徒アン

ケートの結果からも好評価を得ている。今後も継

続し、日本語理解を深めさせ、希望進路の実現や

グローバル化が進む社会の中で活躍できる人間の

育成へと繋げたい。

定時制課程　主任教諭　島村　学先生

講座を受講する生徒が「次はいつ授業がありま

すか」「もっと授業を増やしてほしい」と講師の

方に伝えており、日本語講座は彼らにとって重要

な時間であることがわかる。

外国にルーツを持つ生徒と接していると、自分

の伝えたいことを言葉でうまく表現できず、コ

ミュニケーションを取ることを諦めてしまう場面

が見られる。そのときの彼らの表情を見ていると、

「日本語を扱えるようになりたい」と強く望んで

いるのではないかと感じる。そういった生徒の想

いを受け止め、講師の方はさまざまな教材を準備

して学びの多い時間を提供してくれている。日本

語講座を通して、生徒たちが日本で活躍できる

きっかけとなることを期待している。

4　今後の課題

今回の指導支援では各2時間という限られた時

間のなかで、細かい文法事項や使用頻度の高い表

現を確認することはできたが、より活動的な授業

のやり方を今後の支援に取り入れようと考えてい

る。また、日常会話で聞き取る力が強いものの、

読む力に弱い部分があるのを再確認できた。その

ため、ふりがなや注釈等の配慮が必要であると感

じた。
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活動報告  

日本語支援(南葛飾)  

実施時期 2019 年 4月 23日～ 

報  告 荷見 美有(大学院応用言語学研究科博士前期課程 1 年) 

齋藤 菜々花(外国語学部日本語学科 3年)

1 はじめに 

 都立南葛飾高校で日本語が必要な外国にルーツを

持つ生徒に対して、外国語学部日本語学科及び応用

言語学研究科の学生が日本語指導支援を行った。 

 

2 実施の様子 

①実施回数 

前学期 9回、夏期講習 3 回、後学期 19回の各 2時

間、合計 62時間行った。 

 

②指導クラス 

 通常授業実施期間、夏期講習共に 2 クラスで授業

を行った。 

 通常授業：2 クラス(初中級、初級クラス) 

 夏期講習：2 クラス(A-C、D-E クラス) 

通常授業実施期間では延べ 10 名、夏期講習では 9

名の学生が参加した。 

指導支援参加大学生、院生数は 11 名である。 

  

③使用教材 

 通常授業実施期間では、火曜日と金曜日に授業を

行った。日本語能力試験やJ.TESTに向け、教科書は、

前学期は文法を中心に扱った。後学期からは、読解や

語彙の教科書を用いながら授業を行った。それぞれ

の主教材は右の表のとおりである。 

 夏期講習では、短作文の力をつけるために、J.TEST

の作文問題を参考にし、木山教授と応用言語学研究

科の院生で、問題集を作成し授業で扱った。 

 

 

 

 

 

 

◎使用教科書 

(前学期) 

初中級 ・日本語能力試験問題集 N3 文法スピード 

マスター 

初級 ・日本語能力試験問題集 N4 文法スピード 

マスター 

(後学期) 

初中級 ・新完全マスター 文法 日本語能力試験 N3 

・新完全マスター 語彙 日本語能力試験 N3 

・新完全マスター 読解 日本語能力試験 N3 

初級 ・日本語能力試験問題集 N4 文法スピード 

マスター 

・日本語能力試験問題集 N4 語彙スピード 

マスター 

・日本語 N4 文法・読解まるごとマスター 

 

④授業の工夫 

 通常授業実施期間では、初めに問題を行った。学習

者が間違えた問題を認識してから、説明を行った。そ

の際文法プリントなどの副教材を用いた。副教材は、

例文を数多く示すことなどを意識しながら作成した。 

 夏期講習では多くの問題を解くため、解説では

要点をおさえて指導を行った。また、文字カード

を用いたり、道具を用いたりし、学生の解答を全

員で共有しながら、間違えた部分の解説を行った。 

 

3 先生方から 

 校 長  渡邊 範道先生 

 平成 29年 1月に締結した本校と明海大学との教育

連携に関する協定も本年で 4 年目を迎え、日本語指

導支援を中心に、様々な連携が組織的に円滑に進ん

でいます。日本語指導支援の指導内容は、毎週火曜日

と金曜日の 7 時間目に、日本語能力試験（JLPT）挑

戦に加え、より受検し易い J.TEST 受検を具体的な目

② 日本語指導支援 （都立南葛飾高校）
実 施 時 期：2019年4月23日〜
報　　　告：荷見　美有（大学院応用言語学研究科博士前期課程1年）

　　　　　　齋藤　菜々花（日本語学科3年）

3. 活動報告 (1) 高等学校連携
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標に、きめ細かい習熟度別クラス編成で指導を行っ

ていただいております。 

 今年度も、難関のN1合格者の輩出をはじめ、J.TEST

のスコアが伸長する生徒が多数みられるなど指導の

成果が着実に表れました。今後は、大学の先生の御指

導を受けながら、より効果的な指導方法や内容とし

ていくために、これまでの指導の蓄積や具体的なエ

ビデンスを基に検証し、改善案等を検討していく必

要があるのではないかと考えています。 

 明海大学の皆様には、今後とも、変わらぬ御支援・

御指導をよろしくお願い申し上げます。 

  在京外国人生徒担当教諭  楠 瑠奈先生 

 本校の第 1 学年の在京外国人生徒を対象に、週 2

回、日本語能力試験を見据えた日本語講座を実施し、

2 グループに分かれ、生徒の日本語レベルに応じて指

導していただいています。夏期休業中には、3 日間、

9 月の J.TEST 受検に向けての直前講習を実施しまし

た。 

 日本語能力試験や J.TEST を受検し、級を取得した

りスコアが伸びたりしたことで、日本語学習の意欲

を高めています。生徒にとって親しみやすい「お兄さ

ん」「お姉さん」たちに教えていただけることで、日

本語を楽しく学んでいます。また、日本語を学ぶだけ

でなく、学習の仕方や日本の生活についてもアドバ

イスしていただいており、学校生活に生かされてい

ます。 

 

4 参加した生徒さんの感想 

   1 年 スベディ＝サハル さん（ネパール） 

 週 2 回の授業は、いつも楽しくやっています。先

生たちがとてもやさしくて、わかりやすい授業をし

てくれています。4 人で仲よく授業を受けています。

はじめはむずかしかったけれど、どんどんなれてき

てよくわかるようになりました。1 時間の授業は楽し

くて、はやく終わると感じます。これからもがんばっ

ていきたいと思います。 

    1年 泉 泰爾瑠 さん（ロシア） 

 毎週火曜日と金曜日にある 7 限の授業は、日本語

をより良くするのにとても良いと思います。今、7限

目で自分の日本語の理解力や知識を確かめられたり、

新しい単語や文法が学べたりして、とても良いなと

思います。7限目を勉強するのはとてもつらいときも

ありますが、その 1 時間はすぐに終わります。なぜ

なら小さいグループで勉強するのはおもしろいから

です。 

1 年 ブサル＝ビピン さん（ネパール） 

 僕は今 7 限で N2の勉強をしています。他の授業と

違い、在京生だけでやっている授業です。僕は自分の

国では漢字をつかったことがなくて、日本に来て多

くの漢字を覚えました。漢字はまだまだむずかしい

ですが、自分がわからない漢字や単語があったらす

ぐに先生たちに聞けるので安心します。授業でやっ

ている問題も、わからなかったらわかりやすく説明

してくれます。これからも僕は自分の苦手な漢字を

のばし、N1をとりたいと思っています。 

 

5 日本語支援参加学生の感想 

外国語学部日本語学科 齋藤 菜々花 

私は、南葛飾高校の日本語支援を通して、生徒さん

が覚えようという気持ちを持って授業を受けてくれ

ることに毎回感動しています。難しい文法や言い回

しがあるのにもかかわらず、「それってこういうこと

ですよね」と確認してくれたり、「わかった！」と言

ってくれたりすることで私の日本語支援を行なうモ

チベーションに繋がっています。この日本語支援は、

自分に足りないものを見つけ、教えることの楽しさ

をも見出すことの出来るものとなりました。 

 

6 今後の課題 

 今後の課題は、作文などの産出面の強化を目指す

こと、学生が自身の学習を内省できるようにするこ

との 2 点である。 
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1 訪問交流会 

都立田柄高校訪問 

(1)実施の概要 

 7月 10日、本学と都立田柄高校との教育連携の一

環として「留学生交流会」が田柄高校で行われた。

本学から外国人留学生など 7名と金子義隆准教授が

訪問し、1年生（計 170名）と交流した。 

 留学生は 6つのクラスに分かれ、自分の出身国の

文化について写真や絵を見せながら説明した。第 6

校時を前半と後半に分け、それぞれ別の留学生が担

当する形をとった。二か国語以上の通訳ができる生

徒が司会を務めるなど、これまで以上に工夫を凝ら

した充実した交流会となった。 

(2)生徒の感想   

1年生女子 Aさん 

 7月 10日の 6時間目に、明海大学留学生との交流

会が行われました。私のクラスでは二組 3名の方が

来られ、自己紹介、お国の話、日本での体験など話

してくれました。一巡目のタイの方は、民族衣装（礼

装？）で登場し、タイの生活や文化などたくさんの

写真を使って紹介してくれ、熱心さや、日本語のう

まさに驚くばかり。2 巡目のスリランカの方は、日

本語で一生懸命伝えようと頑張る姿に感激。とても

充実した時間が過ごせました。 

1年生女子 Bさん 

 今回の交流会で驚いたのは、中国の方の日本語が

とてもうまく、最初に講演してくれた方が実は田柄

高校の先輩だったということ。お二方とも、私たち

の、少々呆れる質問にも一つ一つ丁寧に答えてくれ

たことに、とてもうれしくなりました。中国の観光

名所や、さまざまの食べ物など紹介してもらい、も

っと時間をかけていろいろなことを話してもらえれ

ばよかったのにと思いました。楽しい時間をありが

とうございます。 

 

 

 

 

2 明海大学「大学生と話そう会」 

第 1回（在京外国人生徒対象） 

(1) 実施の概要 

6 月 16日、在京外国人高校生 43名と本学の留学

生 13名が本学で交流会を行った。学生食堂で昼食を

とった後、オープンキャンパスを見学し、学生ホー

ルで小グループになって懇談を行った。参加校は都

立飛鳥高校、都立竹台高校、都立南葛飾高校であっ

た。 

(2)生徒の感想 

都立竹台高校 3年 KUNWAR SONYさん 

私は今までに 2回明海大学に来たことがあります。

その時は学食でランチを食べ、大学生の気持ちを経

験しました。他の高校生とも色々な話ができ、楽し

かったです。大学内のツアーでは、日本語の説明が

わからなかった時、英語で説明してくれ、とてもあ

りがたかったです。 

1年 ダカル・キリテカさん 

大学の食堂は初めてで、種類がたくさんあって嬉

しかったです。また、他の高校生と話すことができ

て、とても楽しかったです。特に私と同じネパール

出身の人がいて、ネパールのどこの出身かなどの話

をたくさんしました。先輩たちはいつもニコニコ優

しくしてくれて、とても良い雰囲気で時間を過ごす

ことができました。 

都立南葛飾高校 1年 韓 愉濱さん 

 初めて会う人と会話をするのは苦手で、とても緊

張していました。最初はみんなはずかしく会話もな

かなか進まなかったけれど、大学生のみなさんが「な

にか知りたいこと、気になることがあったら、なん

でも質問していいよ」と言ってくれたので、会話す

るのも楽しくなり、最後にはみんな仲よくなって、

みんなもっと会話したいと言っていました。 

1年 孫 安琪さん 

 明海大学に行ったとき、大学生はとてもやさしく、

ていねいに大学の魅力を教えてもらいました。また、

交流会では、大学生に、大学にかんするいろいろな

ことを聞きました。とてもいい勉強になりました。

訪問交流会・明海大学「大学生と話そう会」 
  報 告：坂本 純一（教職課程センター・地域学校教育センター教授） 

③ 訪問交流会・明海大学「大学生と話そう会」
報　告：坂本　純一（教職課程センター・地域学校教育センター教授）

3. 活動報告 (1) 高等学校連携
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 初めて会う人と会話をするのは苦手で、とても緊

張していました。最初はみんなはずかしく会話もな

かなか進まなかったけれど、大学生のみなさんが「な

にか知りたいこと、気になることがあったら、なん

でも質問していいよ」と言ってくれたので、会話す

るのも楽しくなり、最後にはみんな仲よくなって、

みんなもっと会話したいと言っていました。 

1年 孫 安琪さん 

 明海大学に行ったとき、大学生はとてもやさしく、

ていねいに大学の魅力を教えてもらいました。また、
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訪問交流会・明海大学「大学生と話そう会」 
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大学に行くととても大変なので、先輩たちの話を聞

けてよかったと思います。 

(3)引率者の感想 

都立南葛飾高校 校長 渡邊 範道先生 

 「大学生と話そう会」は、在京外国人生徒や一般

生徒の大学進学を中心とした進路意識を高めるとと

もに、各校の生徒同士の交流を深めることを目的に、

教育連携協定締結校の在京外国人生徒や一般生徒が

明海大学を訪問する会です。今年度は、6 月に在京

外国人生徒対象の訪問を、また、7 月には一般生徒

対象の訪問と交流会を企画していただきました。 

 6月の訪問は、本校からは生徒 23名、引率教員 3

名で参加しました。学校からバスで浦安キャンパス

まで送迎いただいた上に、学長先生はじめ皆さんの

熱烈な歓迎とあたたかいおもてなしに感激しました。

学食体験、学部学科説明、キャンパスツアー、大学

生との懇談等、盛りだくさんの内容で、有意義な経

験となりました。 

 在京外国人生徒担当主任教諭 長谷川 聡子先生 

 1年生 19名、3年生 4名の計 23名が参加させてい

ただきました。1 年生は日本の大学を見学するのが

初めての生徒が多く、キャンパス内の施設の大きさ

や綺麗さに驚いていました。また、大学で学べる学

問について、興味を持ったようです。交流会では、

はじめは緊張していた生徒たちも、学生の皆さんの

温かいサポートにより徐々に楽しく会話できるよう

になり、コミュニケーションの大切さを知る機会と

なりました。留学生が大学で生き生きと学んでいる

様子を実感したことで、外国人である自分たちが日

本の大学で学ぶことに対して前向きなイメージを持

つことができたようです。 

 

3 明海大学「大学生と話そう会」 

第 2回（日本人生徒対象） 

(1)実施の概要 

7 月 14日、日本人高校生 29 名と本学の日本人学

生 8名が本学で交流会を行った。学生食堂で昼食を

とった後、オープンキャンパスを見学し、学生ホー

ルで小グループになって懇談を行った。参加校は、

都立飛鳥高校、都立竹台高校、都立南葛飾高校、都

立葛西南高校、千葉県立浦安高校であった。 

 

(2)生徒の感想 

都立飛鳥高校 2年 石上 夏妃さん 

このイベントに参加してとても貴重な体験ができ

ました。まず、昼食の時間に学生の方々から受験の

ことや学校生活などについて聞くことができました。

キャンパスツアーでは、大学独自の学部学科の説明

を受けました。最後に大学生の方々と他校の高校生

とも交流をしました。お菓子を食べながらリラック

スした状態で大学生活での経験について話を聞くこ

とができました。 

都立葛西南高校 3年 稲継 悠希さん 

私は、「大学生と話そう会」に参加しました。まず

始めに、自分の入りたい学部の説明を聞きました。

授業の様子や留学の話を聞くことで、さらに入りた

い気持ちが高まりました。次に、大学内を色々と見

学した後、先輩方と交流する時間がありました。入

試についてのアドバイスや入学してからのことなど

を聞きました。とても参考になり、受験をがんばろ

うという気持ちがさらに強くなりました。 

 3年 吉田 楚恒さん 

私が参加して感じたことは、先生や教授、先輩た

ちがとても優しいということです。多くの方が入口

で私たちを温かく迎えてくれました。そして、学部

や学科についてなど詳しく説明してもらい、とても

勉強になりました。校舎がきれいだったことも印象

に残っています。食堂も広かったです。 

(3)引率者の感想 

 都立飛鳥高校 定時制課程 教諭 須佐 大先生 

本校は貴校を志望している生徒が多いこともあり、

興味を持って「大学生と話そう会」に参加しました。

大学生たちとの飲食を交え、楽しく話をしていまし

た。終わった後に生徒たちから、「学生の生活につい

て、他文化のコミュニケーションが豊富で、外国語

にルーツをもつ学生が多いことや、施設や環境が充

実していることを大学生から聞くことができた」と

のコメントをもらいました。現役の大学生と話すこ

とができる貴重な体験だったと思います。 
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1　はじめに

2018年度日本語指導が必要な児童生徒数は5万

人を超えた。多様な背景を持つ外国人等児童生徒

に対する日本語・生活・学習等の指導は専門的知

識を必要とする。明海大学外国語学部日本語学科

では、日本語指導が必要な児童生徒に対する日本

語教育を行うことができる教員や指導者の養成を

行っており、その教育・研究の成果をお伝えする

べく、地域の学校現場で外国人等児童生徒の指導

にあたる先生方に向けた教員研修を行った。

2　研修の内容

（1）「外国人等生徒に対する日本語指導－動機づ

けから成果へ導く支援－」

実施校・・・都立飛鳥高校 (2019/10/17) 

参加者：30 名　　　担当：木山　三佳

外国人等児童生徒の学習成果が上がらない場合

に、日本語能力の問題だけでなく、基礎的な能力

や意欲や態度についても十分ではないという指摘

がある。

学習成果はその人にとって必要な時間をかけれ

ば達成できるとされるが、日本語の表記を習得す

るために母語話者でも9年かかるとされ、このよ

うな長期間学習に取り組むためには、高い動機づ

けも必要となる。

動機づけを高めるためには、ある目標に対して

の行動が、望ましい結果をもたらすというポジ

ティブな結果予期や、自分は望ましい結果に向

かって実際に行動できるとする効力予期を高める

必要がある。課題の難しさを強調しすぎると効力

予期が下がるため、現在、将来の生活で重要であ

ることを示す、適切な難易度で課題を設定する、

達成するべきことを明確に示す、などに注意する。

また、自分で将来に向けて準備・努力したことが

初期キャリアの組織社会化に影響があることが分

かっており、学生時代から自ら学ぶ力を育てられる

ように教員によるサポートをすることが必要である。

（2）「日本語指導が必要な生徒のための語彙指導」

実施校・・・都立田柄高校（2019/10/17）

参加者：21 名　　　担当：田川　麻央

知っている語が多ければ多いほど日本語を理解

したり産出したりしやすくなることは、学習者も

教員も認識しているものの、覚えるべき語彙は膨

大である。また、教科学習はもちろん生活の中で

未知語に出会うことは頻繁にあり、未知語に対し

てどのような対処をすればよいかなど語彙に関す

る疑問は多い。

読解場面における未知語の対処について中級レ

ベル日本語学習者は、つぎの1）から3）の行動

をとることが示されている。1）文章中にある明

示的な手がかりを見逃さないようにする。例えば、

抽象語の意味を知りたいとき、前後の文脈にある

具体例を手がかりに意味推測する。2）何となく

未知語の意味がわかってもすぐに決定せず、読み

進める中で慎重に意味を当てはめて確認したり修

正したりする。3）すべての未知語の意味を明ら

かにするのではなく、文脈の中で重要性をもとに

意味を追求するかどうか判断する。

読解場面における未知語の指導としては、文章

全体の内容理解に関わる語に焦点を当てることが

重要で、その際、文章中の手がかりから学習者自

身で意味推測が可能かどうかにも注意を払って指

導することが必要である。

（3）足立区教員向け日本語研修

実施場所：足立区役所（2019/12/19）

参加者：11 名　　　担当：木山　三佳

まず、外国人等児童指導の課題を参加者の間で

共有し、その課題は、コミュニケーション、アイ

デンティティ、学習などどのカテゴリーに関わる

問題かを分類し、チャートやタスクシートにまと

め、課題の可視化を図った。次にバイリンガル教

育の基本理論であるカミンズの理論を紹介し、な

かでも母語の重要性、児童の自信や誇りを育み、

④ 教員研修
報　告：木山　三佳（外国語学部　日本語学科教授）

　　　　田川　麻央（外国語学部　日本語学科講師）

3. 活動報告 (1) 高等学校連携
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学習活動に参加させるための具体的な授業の準備

を考えた。手順に従って、利用できる様々なWeb

サイトや教材等の紹介をした。

3　研修後の先生方の感想

(1) 都立飛鳥高校

全日制課程　副校長　池田　厚先生

今回、講義いただいた内容は、日本語指導を行

うためのものだけにとどまらず、「動機づけ」を

持たせることの大切さ、具体的な授業設計及びそ

の手法を持つことの大切さを学べるものでした。

また、アクティブ・ラーニング推進校である本校

の教員にとって「主体的・対話的で深い学び」に

つながる授業を考える上で良い機会となり、参加

者も30名を超え、例年を上回る充実した研修会

となりました。

定時制課程　副校長　小窪　昇先生

10月に外国語学部教授の木山三佳先生を招聘

し、日本語指導に関しての「動機づけから成果へ

導く支援」をテーマとした全日制と定時制合同の

教員対象の校内研修会を実施した。成果を上げる

ための学習方法や、モチベーションを維持させる

ための方法についてご指導いただいた。その中で、

段階的な目標を設定させること、何度も繰り返し

たり、反転授業を行ったりするなど、学習時間を

増やすこと、速さに対応させることの重要性を学

んだ。来年度以降も研修会を実施し、教員の指導

力の向上を図っていく。

定時制課程　教諭　尾形　一樹先生

10月17日に実施された校内研修会において、

昨年度に引き続き、明海大学外国語学部日本語学

科木山三佳教授の講義を受講しました。

新たな在留資格の創設など、都立高校への外国

人等生徒の受験がさらに増加することが想定され

る状況において、そうした生徒に対する日本語に

よる「読むこと」の指導を実践する上での留意点

や具体的な方策を様々なデータや資料に基づいて

ご教示いただきました。指導にあたり、課題の提

出や共有をきめ細かく行うなど、一朝一夕ではな

く、継続的かつ繰り返しの指導が重要であること

を改めて学びました。

(2) 都立田柄高校　

副校長　奥脇　次郎先生

田川麻央先生からは「日本語指導が必要な生徒

のための語彙指導」という題材で講演をいただき

ました。今年は本校で日本語指導を担当する講師

の先生も加えて18名、本校以外では都立南葛飾、

王子総合、文京高校から各1名の参加がありまし

た。講義終了後は、日常日本語を母語としない生

徒への指導で苦労をしている外国文化コースの学

級担任などから活発な質問があり、それに対し田

川先生から丁寧なアドバイスをいただきました。

国語科 教諭（2学年学級担任）　髙橋　伸明先生

学習者は文章を読む過程でどのように語を理解

しているか、という内容で詳しい説明がありまし

た。多くの教員が、日本語で会話ができても、文

章を書かせると全くできないという生徒に困難を

抱えていました。これに対し、田川先生からは、「わ

かったふりをする生徒には、書いて伝える、質問

をする」ことが有効というアドバイスがありまし

た。生徒に読書をさせるジャンルとして「ミステ

リー」という提案は、非常に参考になりました。

(3) 足立区

花保小学校　教諭（日本語担当）鳥谷部　夏歩先生

教員が児童の母語を大事にしていることを伝え

ることの大切さを木山先生から教えていただきま

した。彼らの言語を表示すること、話させること

など、引き続き行っていきたいと思いました。そ

ういった教員の姿勢が彼らの安心感につながると

思いました。

4　今後の課題

どの研修においても先生方から活発な質問が出

され、現場の指導の大変さが伝わってきた。今後

は、開催時期、内容などを協議しながら、研修内

容を体系的に整える、開催方法を多様化するなど、

より参加しやすいものとしていきたい。
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1 はじめに 

 東京都教育委員会では 2016 年度から都立高校生

の基礎学力の定着を図るために放課後の補習授業

「校内寺子屋」事業を実施している。都立葛西南高

校では事業開始当初からこの事業に数学と英語で参

加し、4 年目を終えようとしている。補習授業は外

部講師によることとしており、英語に関しては本学

の学生が一貫して講師を務めている。 

2 実施の概要 
 (1)実施期間 

第 1学年火曜日クラス（計 16回） 

   2019年 6月 11日～2020年 2月 4日 

  第 1学年木曜日クラス（計 2回） 

   2019年 6月 13日、20日 

  第 1学年月曜日クラス（計 10回） 

   2019年 9月 2日～2020年 2月 10日 

  午後 3時 30分～4時 30分 

 (2)実施場所 

都立葛西南高校 5階小教室 

 (3)対象生徒 

都立葛西南高校 1年生 20名 

 (4)講師担当者（計 13名） 

  外国語学部英米語学科 

  4年 池田義友  渡辺幹太 

3年 小出駿平  鶴巻紗希  山崎紗緒里  

  2年 伊藤穂乃花  鵜沢美里  江川有紗   

   奥野日菜  嶋田宗晋  高橋勇気 

   藤原智輝  矢吹駿介   

  ＊いずれも教職課程履修者 

 (5)教材 

  「とってもやさしい英語中学 1年」（旺文社） 

  及び講師作成教材 

3 実施の様子 
学生が複数で担当する TTの形を基本とした。英語に

苦手意識をもちながらも、寺子屋での授業を機に学び

直しに意欲を示す生徒など、さまざまな生徒と向き合

う中で、教職が単なる知識の伝達ではなく人を育てる

仕事であることを痛感する貴重な機会となった 

4 実施してみての気付きと感想 
私たちが受け持った少人数のクラスでは、生徒の

理解に応じてフレクシブルに分からない文法を中心

とした指導を行いました。指導者は学習者がつまず

きやすい文法項目を予めに知ることで、指導の仕方

が変わるので、相手の立場になる重要性を再認識し

ました。 池田 義友 

3 学年にわたり校内寺子屋を行いました。教育実

習を経験したあとの校内寺子屋では、今までの視点

より幅広い視点で英語を苦手とする生徒のサポート

を行うことができました。現場に出ると多様な個性

を持った生徒との関わることになります。校内寺子

屋での経験を活かし、日々精進していきます。 

 渡辺 幹太 

 寺子屋には英語が苦手な生徒がたくさんいて、その生徒

達が理解してくれるにはどう教えたらいいか深く考えさ

せられました。そして、理解してくれた時は大いに褒めま

した。一つ一つできることを増やすことはとても大切な事

だと実感しました。自分がその生徒達の力になれたことが

とても嬉しかったです。 小出 駿平 

教室に入ると生徒から挨拶してくれて、楽しそ

うにかつ真剣に取り組んでくれていたので私も嬉し

かったです。授業方法としては 1時間で 2単元分ワ

ークを中心にゆっくりと生徒たちの反応を見ながら

取り組みました。残りは単語ゲームやペアワークで

自己紹介や今日の出来事のやり取りをしました。生

徒たちも一生懸命に取り組んでくれて嬉しかったし、

私自身も生徒のモチベーションアップにつなげられ

るような授業のやり方を学ばせていただきました。 

 鶴巻紗希 

東京都立葛西南高等学校「校内寺子屋」支援 
  

 報 告：坂本 純一（教職課程センター・地域学校教育センター教授） 

⑤ 「校内寺子屋」支援（都立葛西南高校）
報　告：坂本　純一（教職課程センター・地域学校教育センター教授）

3. 活動報告 (1) 高等学校連携
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私は、今回初めて寺子屋で活動させていただき、

高校生の英語学習の補助を行いました。寺子屋では

基礎固めをするのでゆっくり丁寧に説明するスキル

が身につきます。また、受講生も個性豊かであり、

積極的に話しかけてくれたり、大人しい子にはこち

らから話しかけてみたりと生徒一人一人に対して、

相手に合った指導をするように考えながら活動を進

めることができたので、素敵な体験をさせていただ

けたと思っています。 山崎 紗緒里 

 人前で授業をするという経験は初めてだったので

不安もありましたが、生徒が一つ一つの問題に真剣

に取り組んで授業を受けてくれたおかげで効率の良

い授業を進めることができました。また、理解して

もらうためにはどのように工夫をして教えたら良い

のかという部分がとても難しいと感じました。 

 伊藤 穂乃花 

 今回、先生という形で教える立場になるのは初め

てなのでとても緊張しました。しかし、生徒も素直

だったため難なく授業を進める事ができました。教

育実習前に雰囲気を知るという意味ではとても有益

な経験を得られることができたのではないかと思い

ます。 嶋田 宗晋 

教えることは難しいものではないだろうと思っ 

ていましたが実際に生徒の前に立って教えようと

すると難しさを感じました。しかし、生徒が教えた

範囲の問題を解いているところを見ると正答率が高

く理解してくれたのだなと思い、やっていてよかっ

たなという喜びや教えることの楽しさを知ることが

できました。 高橋 勇気 

 今回初めて高校に補習授業として参加させていた

だいた中で多くの収穫や課題を見つける事ができま

した。よかった点としては少人数制で実施されてい

ることです。生徒からわからないところを言ってく

れたため、じっくり解説出来ました。改善点は文法

の基礎を取り扱うため、授業内容がやや単調になっ

てしまいました。この経験を将来に活かしたいです。

 矢吹 駿介 

5 学校の感想 
東京都教育委員会の指定で、本校は平成 28年度よ

り「校内寺子屋」事業を展開しています。第 1学年

の英語において、明海大学の学生の皆様には外部講

師として御来校いただいております。近年の私立高

校の授業料実質無償化による単願の広がり、通信制

高校の台頭等で、生徒の学びへの姿勢は大きく変容

しています。このような中でも、きめ細やかな指導

で、外部学力調査において受講生徒の 86％の学力向

上が確認でき、学力向上研究校としての責任を果た

すことができました。誠にありがとうございました。 

 都立葛西南高校 校長 佐々木 雅人先生 

本校では、実力テストの結果をもとに、学習に躓

きが予想される生徒を抽出して寺子屋を開講しまし

た。受講生徒の中でも学力の幅があり、毎回自作プ

リントで授業をしてくださる学生の皆さんには、ご

苦労をおかけしたことと思います。皆さん、熱心に

教材研究と指導に取り組んでくださり感謝申し上げ

ます。生徒にとって学びに対して前向きになるきっ

かけとなりました。 

 1学年主幹教諭 野田 友紀先生 

寺子屋で得た経験では復習することの大切さと、

あきらめないで学び続けることの大切さを学びまし

た。私は勉強が本当に大嫌いですが、寺子屋に通う

ことで今までわからなかったことが、完璧にわかる

ようなったのでよかったです。少人数で自分のペー

スで学ぶことができたのもよかったです。今後も英

語を精いっぱい頑張っていきたいです。 

 1年生 齋川 樹里亜さん 

私は英語が苦手です。最初は面倒くさいと思いな

がら寺子屋に通っていました。でも、基本から復習

することで、授業がわかるようになりました。学校

の授業とは違う内容の基本を学びましたが、初めて

英語の授業が楽しいと思えました。テストの点数も

上げられるように頑張りたいと思います。 

 1年生 鈴木 翠優さん 

私は寺子屋に通って、もっと自分に合った内容を

学びたいと思いました。寺子屋の授業で学んだプリ

ントは自力で解くことができました。そこにプラス

αで力がつく授業を期待していました。ただ、配ら

れたプリントが授業で役に立ったこともあり、とて

もありがたく感じています。 

 1年生 諏訪 愛彩利さん 
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1 はじめに 
 小学校においては、いよいよこの 4 月から学習

指導要領が全面実施され、外国語（英語）が教科

となる。そのような中、足立区では小学校の英語

教育の充実を図るために様々な取組を実践してい

る。明海大学では足立区との連携協定に基づき、

足立区小学校における英語教育に関わる取組の支

援を昨年度から継続している。 

2 実施概要 
(1) 外国語活動アドバイザー（以下「アドバイザー」

と記す）研修① 

実施日：2019年 4月 17日（水） 

対 象：アドバイザー 28名 

場 所：足立区勤労福祉会館（プルミエ） 

「アドバイザーの役割を考える」をテーマに、

今年度のアドバイザーの児童や学級担任との関わ

りについてグループディスカッションを交えて研

修した。研修の講師を本学石鍋が務めた。 

(2) アドバイザー研修② 

実施日：2019年 8月 28日（水） 

 対 象：アドバイザー 30名 

 場 所：足立区立弥生小学校 

 「Let’s Try! We Can! 教材研究会」と銘打ち、

夏休み以降の授業づくりのために小グループで模

擬授業を実施した。その後、石鍋教授が模擬授業

へのコメントをし、併せて「授業づくりに関する

ポイント」を説明した。 

(3) 校内研究支援 

 実施校：足立区立寺地小学校 

 新学習指導要領における外国語の教科化に向け、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本校では「外国語活動の授業づくり」を校内研究

の柱に据えた。研究授業の際に、石鍋教授が授業

を参観し、その後の研究協議会で講評を加えた。 

【研究授業の概要】 

《1 単元名：A Beautiful Butterfly》 

実施日：2019年 6月 21日（金） 

指導学級：1年 2組 32名 

指導者：吉見 郁弥教諭、坂口 和子アドバイザー 

指導計画（全 3 時間）：本時は第 2時 

 本時のめあて：相手に欲しい色を伝えよう。 

 本時の展開： 

 ・あいさつの後、本時のめあてを提示し、色の 

歌「Rainbow」を歌った。次に、英語の色の言 

い方を日本語との違いに気付かせながら確 

認した。「Colors Touching Game」を行い、「A  

Beautiful Butterfly」の読み聞かせを行った。 

ここまでに学習したことを生かして「色集め」 

のアクティビティを実施した。 

《2 単元名：What do you like?》 

実施日：2019年 9月 20日(金) 

 指導学級：3年 1 組 31 名 

指導者：廣野 愛佳教諭、坂口 和子アドバイザー 

指導計画（全 3時間）：本時は第 3時 

 本時のめあて：何が好きか聞いたり答えたりし

て調査書を完成させよう。 

 本時の展開： 

 ・あいさつの後、本時の流れとめあてを確認し 

た。次に、「人物当てゲーム」をし、What～do 

you like ?の表現に慣れ親しんだ。その後、 

児童が調査員になりきって、学習した表現を 

英語学習支援 

足立区小学校英語支援 

実施概要 期間：2019年 5月～2019年 2月  

内容：外国語活動アドバイザー研修、足立区立寺地小学校校内研究会、 

外国語活動アドバイザー授業観察及び指導・助言 等 

報告者：石鍋浩(教職課程センター・地域学校教育センター教授) 

① 足立区小学校英語支援
実 施 概 要：期間：2019年5月〜 2020年2月
　　　　　　内容： 外国語活動アドバイザー研修、足立区立寺地小学校校内研究会、 

外国語活動アドバイザー授業観察及び指導・助言　等
報　　　告：石鍋　浩（教職課程センター・地域学校教育センター教授）

3. 活動報告 (2) 足立区教育連携
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活用しながら、他の児童の好きな色、スポー 

ツ、食べ物、果物などについて調べ調査書を 

完成させるアクティビティを実施した。 

《3 単元名：What do you want to be ?》 

実施日：2019年 12 月 19 日(木) 

 指導学級：6 年 2 組 25 名 

指導者：上田 賢治 教諭 

指導計画（全 8 時間）：本時は第 3時 

 本時のめあて：将来の夢について言ったりたず

ねたりする。 

 本時の展開： 

 ・あいさつの後、教師による Small Talk を行い 

I want～.What do you want ?の表現に触れ 

た。めあてを提示した後、総合的な学習で学 

んだ職業名(英語)を絵カードで確認した。次 

にポインティングゲームを通して、What do  

you want? I want to～.の表現を活用した。 

We can!2を使って登場人物の将来の夢と理 

由について聞き取らせ、本校の教員の情報を 

英語で伝える Who am I ? クイズを行った。 

その後、Chant を流しながら児童同士が尋ね 

たり答えたりするアクティビティを行った。 

  

今年度の研究へのコメント（抜粋） 

・学習指導要領全面実施を前に、年間通して石鍋

教授に指導いただき、授業研究を深めることが

できた。特に、低・中・高学年それぞれで何を

身に付ければよいかを指導いただき系統立てた

指導計画を考えることにつながった。(副校長) 

・高学年の授業では、小学校で身に付けるべきこ

とが明確化された。低学年から英語に親しむこ

とで、児童はしっかりと聞き取る、聞き取ろう

とする姿勢が身に付き、フレーズとして自然に

体に入っていることが実感できた。（4 年担任） 

・低学年から簡単な英語のやりとりに触れ、使う

ことで、聞いたり話したりすることへの抵抗感

をなくすことができるとわかった。中学年では

スモールトークに近い簡単なやりとりを見せる

だけでなく取り入れていくことで高学年との接

続がうまくいくと考える。高学年ではやりとり

の停止が悩みである。低学年のうちから母語で

コミュニケーションの楽しい経験を積む必要も

あるのではないかと考える。(外国語担当) 

(4)アドバイザー授業観察及び指導・助言 

実施日：2019年 5月 30日(木)～1月 31 日(金) 

訪問小学校（計 22校）： 

六木、梅島一、長門、栗原北、西新井、 

舎人、花畑西、梅島二、東加平、足立入谷、

千寿、東渕江、亀田、舎人一、東綾瀬、皿沼、

保木間、鹿浜西、花畑、中川北、新田、興本 

  石鍋教授がスーパーバイザーとともにアドバ 

イザーが参加している授業を観察し、振り返り 

の時間には、アドバイザーの学級担任との関わ 

り方、授業での支援の仕方、児童とのコミュニ 

ケーションなどについて、指導・助言した。 

【スーパーバイザーからのコメント】 

・石鍋教授には、立ち位置、表情などの基本的な

ことから外国語活動において大切なこと、担任

との Team Teachingについてまで、具体的・客

観的な指導助言をいただけたことで授業改善に

繋がった。（スーパーバイザーS） 

・石鍋教授の指導助言は、発話のタイミングや担

任との効果的なデモンストレーションの仕方な

どすぐに授業へと生かせる内容でとても参考に

なる。また、質問にも丁寧に答えてくださり、

アドバイザーが生き生きと活躍できる大きな力

と助けになっている。（スーパーバイザーM） 

(5)その他 

1月 11日(土)、12日(日)には、明海大学勝浦

セミナーハウスにて足立区立小中学校の教員を

対象に英語教育についての宿泊研修を実施した。

また、2月 12日(水)には、アドバイザー対象に

年間のまとめの研修会を実施する。 
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1 はじめに 

世界のさまざまな国・地域から来ている本学の留

学生と足立区の小学生が英語を使って異文化交流す

る「明海大学あけみ英語村」は、今年度で 3年目の

取組となった。今年度は 2回実施した。 

2 プログラム 
（1）学生ボランティア事前打合せ 

（2）小学生出迎え 

（3）開村式 

（ア）学長あいさつ 

（イ）学友会代表あいさつ 

（ウ）小学生代表あいさつ 

（4）コミュニケーション・アクティビティ 

（5）各国遊び 

（6）閉村式 

（ア）交流記念品の贈呈 

（イ）副学長あいさつ 

（ウ）足立区代表あいさつ 

（エ）小学校校長挨拶 

（オ）小学生の歌 

3 主なアクティビティの特徴 
（1）コミュニケーション・アクティビティ 

小学生 4、5 人と留学生と教職課程の学生合わせ

て 4人が 1グループを編成した。グループ内で英語

で自己紹介をした。好きなものを聞いたり答えたり

した。その後、10 月 31 日はハロウィーンであった

ため、ハロウィーンにちなんだボキャブラリーを使

って、ハロウィーン・ジャンケンをおこなった。11

月 28日は、中島根小の 6年生に合わせて「can」を

使って「できること」をお互いにたずねあうコミュ

ニケーション活動をおこなった。 

（2）各国遊び 

韓国、ギリシャ、タイ、中国、ネパール、パキス

タンの計 6カ国の伝統的な遊びを留学生に紹介して

もらった。ただし、10月 31日にはギリシャ、タイ、

中国、ネパール、パキスタンの計 5カ国、11月 28日

には韓国、タイ、中国、ネパール、パキスタンの計

5 カ国遊びを実施した。各遊びの詳細はポスターを

参照されたい。 

4 参加校校長の感想 
 今回の校外学習では4年生がお世話になりました。

明海大学に着いたときに，安井学長をはじめ，たくさ

んの先生方や学生・留学生の皆さんが笑顔で迎えて

くださり，とても感激しました。英語村は遊びやゲー

ムなど，いろいろなアクティビティが用意されてお

り，子供たちにとっては楽しみながら英語に接する

ことができ，とても良い経験になりました。令和2年

度から小学校の高学年で「外国語科」が始まりますが，

その学習にも非常によい活動だと考えます。 

足立区立花畑小学校校長 小林 浩二先生 

明海大学あけみ英語村２０１９ 
－小学生異文化交流プロジェクト－ 

第１回 日 時：2019年 10月 31日（木）13時～16時 
場 所：本学浦安キャンパス 正面芝生 
参加者：足立区立花畑小学校 4年生 62名、本学留学生 40名、本学教職課程履修生 57名、 

教職課程センター及び複言語複文化教育センター、足立区教育委員会 
第２回 日 時：2019年 11月 28日（木）13時～16時 

場 所：本学浦安キャンパス 体育館 
参加者：足立区立中島根小学校 6年生 75名、本学留学生 24名、本学教職課程履修生 55名、 

教職課程センター及び複言語複文化教育センター、足立区教育委員会 
報 告：金子義隆（教職課程センター・地域学校教育センター 准教授） 

② 明海大学あけみ英語村 2019－小学生異文化交流プロジェクト－

第1回　日　時：2019年10月31日　13時〜 16時
　　　 場　所：本学浦安キャンパス　正面芝生
　　　 参加者： 足立区立花畑小学校　4年生62名、本学留学生40名、本学教職課程

履修生57名、教職課程センター及び複言語・複文化教育センター、
足立区教育委員会

第2回　日　時：2019年11月28日　13時〜 16時
　　　 場　所：本学浦安キャンパス　体育館
　　　 参加者： 足立区立中島根小学校　6年生75名、本学留学生24名、本学教職課

程履修生55名、教職課程センター、足立区教育委員会
報　告：金子　義隆（教職課程センター・地域学校教育センター准教授）

3. 活動報告 (2) 足立区教育連携
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 6 年生が明海大学あけみ英語村での異文化交流プロ

ジェクトに参加する機会をいただき英語のシャワーを

浴びてまいりました。大学のすべての教職員の皆様、

130人を超える留学生ボランティア、教職学生ボランテ

ィアの皆様にお迎えいただき、体育館にて活動が始ま

りました。前半のコミュニケーション活動では、自己紹

介や会話のリアクション表現などを学び、インタビュ

ーゲームを楽しみました。後半は､5 カ国の遊びを体験

させていただき感謝申し上げます。 

足立区立中島根小学校 校長 武井 利依先生 

5 実施担当者のコメント 
今年度は「明海大学あけみ英語村」を 2回実施す

ることができました。今年度は 2つの主要プログラ

ムを用意しました。一つはコミュニケーション・ア

クティビティで、複言語・複文化教育センターのパ

トリツィア教授とタイソン准教授に 1回目は花畑小

の 4年生用に、2回目は中島根小の 6年生用に英語

使用レベルを考慮した活動を考えてもらいました。 

もう一つは各国遊びです。韓国、ギリシャ、タイ、

中国、ネパール、パキスタンの計 6カ国の遊びを留

学生に紹介してもらいました。二つとも本学でしか

体験できない充実したプログラムとなりました。 

あけみ英語村を通して、小学生は「英語は楽しい」

「英語が通じる」といった成功体験を積み重ねるこ

とができたと思います。また、本学の留学生と教職

の学生の学生ボランティアが小学生に積極的に英語

で声を掛けてコミュニケーションし、よく配慮して

自分たちの役割を果たしてくれました。学生ボラン

ティアの働きなしにこの事業の成功はありえません

でした。まさに学生と教員、職員が ONE TEAMになっ

て取り組んだ結果でした。 

教職課程センター・地域学校教育センター  

准教授 金子 義隆 

6 小学生アンケート結果（一部抜粋） 
（アンケートに回答してくれた花畑小 60 名と中島

根小 75名、合計 135名） 

自由記述の中には、「明海大学に入学したい」「英

語で 1 日過ごしたのでくせになった」「いろいろな

文化を知れて楽しかった」「図書館がものすごく広く

てすごかった」などの声が聞けた。 

7 成果検証 
上記のアンケートの結果を見ると、「とても楽しか

った」（69％）と「楽しかった」（22％）を合わせる

と 91％となる。また、84％の小学生はある程度は「英

語が通じた」体験を持つことができた。この事業の

最大の目的は「英語は楽しい」「英語が通じる」とい

う成功体験をたくさんしてもらうことであるが、こ

の目的を十分達成したと言える。 
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はじめに 

足立区と連携協定を締結した 2016 年度より、足

立区教育委員会と連携して小中学校に対して本学の

研究・教育資源を生かした英語教育支援をおこなっ

ている。その一環として、世界のさまざまな国・地

域から来ている本学留学生と足立区の小中学生が英

語を使った異文化交流をおこなった。今年度は、過

去最多の合計 6回の異文化交流事業を実施した。以

下に、それぞれの学校で行った交流事業について簡

潔に記した。 

1 足立区立第十中学校での取組 

①参加者：本学留学生 8名と 3年生約 130名 

②参加留学生出身国・地域：スリランカ、タイ、台

湾、フィリピン、ベトナム（計 5カ国・地域） 

③概要：留学生 8人は、2時間目から 6時間目まで

の英語の授業で、中学生 3，4人のグループに 1

人ずつ入り、自分自身と自国・地域の文化につい

て写真を活用して紹介した。その後、中学生が日

本文化を留学生に紹介した。例えば、忍者や浴

衣、ドラゴンボールなどである。その後、カード

を使ってあるトピックについてグループ内でお互

いの意見を交換する活動を行った。 

④参加留学生の感想：「日本の文化を学べて楽しか

った」や「中学生が話しかけてくれて、たくさん

コミュニケーションがとれて楽しかったので、ぜ

ひまた参加したい」などと答えた。 

2 足立区立栗島中学校での取組 

①参加者：本学留学生 7名と 2年生 44名 

②参加留学生出身国・地域：台湾、中国、ベトナム、

モンゴル（計 4カ国・地域） 

③概要：留学生 7人は、2時間目と 3時間目の英語

の授業に参加した。授業では、まず留学生が自己

紹介をし、その後中学生が学校紹介や日本文化の

プレゼンテーションを行い、外国人が日本で買っ

て帰るお土産のランキングをクイズ形式で紹介し

た。日本文化のプレゼンテーションでは、書道や

折り紙、マンガ、空手などのデモンストレーショ

ンがあった。 

④参加中学生の感想：「英語があまり好きではなかっ

たけど、今回のでちょっと好きになった！」や「留

学生の人と話すことにより自信がついた」などと

答えた。 

3 足立区立竹の塚中学校での取組 

①参加者：本学留学生 5名と 3年生約 60名 

②参加留学生出身国・地域：タイ、パキスタン、ベ
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③概要：留学生 5人は、3時間目と 4時間目の英語

の授業に参加した。授業では、中学生 5・6人のグ

ループに 1人の留学生が入り、留学生が自己紹介

足立区中学校異文化交流事業 
 今年度参加校：足立区立第十中学校     実施日：2019年 6月 28日 
        足立区立栗島中学校         2019年 7月 13日 
        足立区立竹の塚中学校        2019年９月  3日 

    足立区立扇中学校          2019年 9月 5日 
        足立区立新田中学校         2019年 9月 11日 
        足立区立江北桜中学校        2020年 2月 3日 
 報 告：金子義隆（教職課程センター・地域学校教育センター 准教授） 

③ 足立区中学校異文化交流事業
今年度参加校：足立区立第十中学校 　　　実施日：2019年6月28日

足立区立栗島中学校 2019年7月13日
足立区立竹の塚中学校 2019年9月 3日
足立区立扇中学校 2019年9月 5日
足立区立新田中学校 2019年9月11日
足立区立江北桜中学校 2020年2月 3日

報　　　　告：金子　義隆（教職課程センター・地域学校教育センター准教授）

3. 活動報告 (2) 足立区教育連携
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をし、その後中学生が留学生に質問をした。 

④参加留学生の感想：「中学生が積極的で話が弾んだ」

や「最初はお互いにシャイだったけど、慣れてく

るととても楽しかった」などと答えた。 

4 足立区立扇中学校での取組 

①参加者：本学留学生 6名と 1・2・3年生約 150名 

②参加留学生出身国・地域：スリランカ、タイ、ベ

トナム、モンゴル（計 4カ国） 

③概要：留学生 6人は、2時間目から 6時間目の英

語の授業に参加した。授業では、中学生 5・6人の

グループに 1人の留学生が入り、留学生が自己紹

介をし、その後中学生が留学生に英語で質問した。

その後、「英語シリトリ」や図形の英語カードを使

って「神経衰弱」をしたりした。 

④参加中学生の感想：「英語が通じるととてもうれし

かった」や「いろいろな文化を知れて楽しかった」

「英語は難しいけどやる気になった」などと答え

た。 

5 足立区立新田中学校での取組 

①参加者：本学留学生 8名と 1・2年生約 330名 

②参加留学生出身国：スリランカ、タイ、台湾、フ

ィリピン、ベトナム（計 5カ国・地域） 

③概要：留学生 8人は、2時間目から 6時間目の英

語の授業に参加した。1 クラスに留学生 1 人また

は 2人で入り、留学生が写真やオリジナルのポス

ターなどを使って、自分自身や自国・地域の文化

を紹介した。また、「スピーカーズボックス」とい

う活動で、ボックスの中に入っているカードを引

いて、そのカードに書かれているトピックについ

て、中学生が留学生に質問した。なかなか上手に

質問できない場面もあったが、何とか工夫して英

語で伝えようとした。 

④参加留学生の感想：「中学生と英語でだけじゃなく、

気持ちの交流ができた気がしてうれしかった」や

「中学生から知らない日本の文化を教えてもらえ

てうれしかった」などと答えた。 

6 足立区立江北桜中学校での取組 

①参加予定者：本学留学生 6名 

②参加予定留学生出身国：スリランカ、タイ、中国、

フィリピン、ベトナム（計 5カ国） 

③概要：上記 5校の概要を参照。 

7 参加校校長の感想 

本校が明海大学の留学生と異文化交流を始めてか

ら、4 年目を迎えました。試行の段階から始まった

交流活動は、本校の重要な教育活動として位置づけ

ています。異文化に触れることや英語での交流は、

たいへん有意義な機会となっております。英語で留

学生と伝え合うことや話す楽しさを体験することで、

英語を学ぶ楽しさを実感し意欲や自信に繋がってい

ます。連携事業でご支援いただきましたこと感謝申

し上げます。 

足立区立竹の塚中学校 校長 齋藤 由美子先生 

8 成果検証（一部掲載） 

事後アンケート（5 校 694人回答）で 9つの質問

をした。その結果、この異文化交流学習会を通して

中学生は「英語学習へのやる気が強くなった」の項

目に対して 82.9％が肯定的に回答した。これは、こ

の事業の大きな成果の一つだと言える。 

アンケート調査のより詳しい結果はポスターにて

発表するので、そちらを参照されたい。 
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1 はじめに 

 明海大学による足立区民対象の生涯学習講座

（英語）は、2017年度に連携協定に加えられた支

援である。今年度で 3年目を迎える本講座は、ど

の年度においても非常に高い評価を得てきた。

2019 年度も全 5 回の講座を 2 期にわたって実施

し、以下に示すように高評価を得た。 

講座では、講師の明海大学パトリツィア・ハヤ

シ教授、タイソン・ロード准教授、百瀬美帆准教

授に加え、すべての実施回に明海大学英米語学科

の学生が複数ボランティアとして参加し、ペアワ

ークやグループワークに加わったり、英語の補助

を行ったりするなど、講座参加者への支援を行っ

た。 

第 1期 講座の様子 

 

2 講座の概要 

 第 1期、第 2期両講座ともに足立区立梅島小学

校を主会場として実施した（第 1 期 4 回目のみ、

こども支援センターげんきにて実施）。「小・中学

校の英語教材で学ぶ大人の初級英会話講座」は、

東京オリンピックの開催を契機に、これから英会

話を始めてみようとする区民を対象に行い、「外

国人おもてなし語学ボランティアブラッシュア

ップ講座」は、「外国人おもてなし語学ボランティ

ア育成講座」を修了した区民を対象に行った。 

 

3 アンケート結果と足立区担当者より 

 

5件法による満足群・該当群（上位 2件）の割合 

〔総合評価〕 

初級英会話講座（第 1期）100％（第 2期） 97％ 

ﾌﾞﾗｯｼｭｱｯﾌﾟ講座（第 1期）90％ （第 2期） 88％ 

〔講師、指導方法〕 

初級英会話講座（第 1期）97％ （第 2期）100％ 

ﾌﾞﾗｯｼｭｱｯﾌﾟ講座（第 1期）91％ （第 2期） 88％ 

〔次回も参加したい〕 

初級英会話講座（第 1期）100％（第 2期） 94％ 

ﾌﾞﾗｯｼｭｱｯﾌﾟ講座（第 1期） 97％（第 2期） 92％ 

上記から、受講者の総合評価は両講座ともに極

めて高い結果となっており、講師の指導のレベル

の高さがその主要因となっていると考えられる。

また、ほとんどの受講者が次回も参加したいと感

じていることからも、英会話に対する興味・関心

が高まっており、所期の目標を達成できていると

いえる。毎回の講座に事務局として参加した担当

者も、講師の授業に引き込まれ、受講者の学習に

向かう姿勢に刺激を受けた。関係するすべての人

間が英語について前向きな気持ちになれる素晴

らしい講座であると感じている。 

 

 

23区民対象生涯学習講座（英語） 
 

第1期 全 5回 6月 2日、6月 9日、6月 23日、6月 30日、7月 7日  
会場 足立区立梅島小学校・こども支援センターげんき(第 4回のみ) 

第 2期 全 5回 9月 22日、10月 6日、20日、11月 10日、24日 会場 足立区立梅島小学校 
定員 各講座 40名  
講師 明海大学 パトリツィア・ハヤシ教授・タイソン・ロード准教授・百瀬美帆准教授 
ボランティア学生 のべ 30名 
 

④ 足立区民対象生涯学習講座（英語）
第1期： 全5回　6月2日、6月9日、6月23日、6月30日、7月7日 

会 場　足立区立梅島小学校・こども支援センターげんき（第4回のみ）
第2期： 全5回　9月22日、10月6日、20日、11月10日、24日 

会 場　足立区立梅島小学校
定 員：各講座　40名
講 師：明海大学　 パトリツィア・ハヤシ（複言語・複文化教育センター教授） 

タイソン・ロード（複言語・複文化教育センター准教授） 
百瀬　美帆（教職課程センター・地域学校教育センター准教授）

ボランティア学生：のべ30名
報 告：百瀬　美帆（教職課程センター・地域学校教育センター准教授）

3. 活動報告 (2) 足立区教育連携
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援である。今年度で 3年目を迎える本講座は、ど

の年度においても非常に高い評価を得てきた。
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し、以下に示すように高評価を得た。 

講座では、講師の明海大学パトリツィア・ハヤ

シ教授、タイソン・ロード准教授、百瀬美帆准教

授に加え、すべての実施回に明海大学英米語学科

の学生が複数ボランティアとして参加し、ペアワ

ークやグループワークに加わったり、英語の補助

を行ったりするなど、講座参加者への支援を行っ

た。 

第 1期 講座の様子 

 

2 講座の概要 

 第 1期、第 2期両講座ともに足立区立梅島小学

校を主会場として実施した（第 1 期 4 回目のみ、

こども支援センターげんきにて実施）。「小・中学

校の英語教材で学ぶ大人の初級英会話講座」は、

東京オリンピックの開催を契機に、これから英会

話を始めてみようとする区民を対象に行い、「外

国人おもてなし語学ボランティアブラッシュア

ップ講座」は、「外国人おもてなし語学ボランティ

ア育成講座」を修了した区民を対象に行った。 

 

3 アンケート結果と足立区担当者より 

 

5件法による満足群・該当群（上位 2件）の割合 

〔総合評価〕 

初級英会話講座（第 1期）100％（第 2期） 97％ 

ﾌﾞﾗｯｼｭｱｯﾌﾟ講座（第 1期）90％ （第 2期） 88％ 

〔講師、指導方法〕 

初級英会話講座（第 1期）97％ （第 2期）100％ 

ﾌﾞﾗｯｼｭｱｯﾌﾟ講座（第 1期）91％ （第 2期） 88％ 

〔次回も参加したい〕 

初級英会話講座（第 1期）100％（第 2期） 94％ 
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上記から、受講者の総合評価は両講座ともに極

めて高い結果となっており、講師の指導のレベル

の高さがその主要因となっていると考えられる。

また、ほとんどの受講者が次回も参加したいと感

じていることからも、英会話に対する興味・関心

が高まっており、所期の目標を達成できていると

いえる。毎回の講座に事務局として参加した担当
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向かう姿勢に刺激を受けた。関係するすべての人

間が英語について前向きな気持ちになれる素晴

らしい講座であると感じている。 

 

 

23区民対象生涯学習講座（英語） 
 

第1期 全 5回 6月 2日、6月 9日、6月 23日、6月 30日、7月 7日  
会場 足立区立梅島小学校・こども支援センターげんき(第 4回のみ) 

第 2期 全 5回 9月 22日、10月 6日、20日、11月 10日、24日 会場 足立区立梅島小学校 
定員 各講座 40名  
講師 明海大学 パトリツィア・ハヤシ教授・タイソン・ロード准教授・百瀬美帆准教授 
ボランティア学生 のべ 30名 
 

4 本学担当者より 

Adachi Community Classes Article 2019 
This year marked another successful year in the 
partnership between Meikai University and Adachi 
City. In 2019, two sets of five classes were held in 
both the spring and fall for elementary and 
advanced learners of English. Three instructors 
from Meikai University taught the classes, 
supported by Meikai University teacher trainers 
and the staff from Adachi City. 

Let's Brush Up Our English was the title for our 
series of classes designed for elementary learners. 
Forty residents of Adachi City actively took part in 
the course. Each class focused on a different topic, 
such as Celebrations and Traditional Games. The 
students participated with enthusiasm, and worked 
very hard on their pronunciation and fluency in 
every lesson. On the final day of class day, students 
presented on an event, place or sightseeing spot in 
Adachi. Everyone had a great time learning English 
together! 

Adachi to the World in English was the title for 
the series of advanced lessons. This program 
focused on presentation and discussion skills. Forty 
residents of Adachi City signed up for this class. 
The students took their English studies seriously 
and demonstrated enthusiasm for improving their 
English communication skills. Topics studied 
ranged from Art and Music to People We Admire. 
The final presentation required groups of students 
to present on Adachi City. Students introduced 
various parts of Adachi, such as famous people of 
Adachi, events, places and activities. The students 
packed their presentations with fascinating details 
that brought Adachi City to life. These students not 
only developed their English language ability, but 
also their confidence, so that they will be able to 
step out from Adachi and into the world! 
（Meikai University Patrizia M.J. Hayashi, Tyson 

Rode and Miho Momose） 

 

第 2期 最終回プレゼンテーションの様子 

 

5 ボランティア学生の感想 

足立区民講座に参加し、足立区について学ぶ

ことができました。1年を通して参加させていた

だいたので、先生方の授業の教え方や話の引き

出し方を目の前で学ぶことができたので、今後

の模擬授業や教育実習に役立てていきたいと思

います。 

昨年度から続けて参加させていただいている

ので、区民の皆さんから暖かいお言葉をいただ

く機会が多く毎回が励みになっています。来年

度もぜひ参加したいと思います。 

英米語学科 3年 白井 萌 

私は今年度に行われた区民講座に計 8回参加し、

そこから授業で使える実践的な言い回しや、授業

展開、さらに受講者さん達と英語の会話をする時

に様々なことを学ぶことができました。この講座

で扱われていた題材は一般教養なものが多く、受

講者さんたちにとっても身近で話しやすい内容

でとても楽しそうでした。また私たち大学生にも

積極的に話しかけてくれました。これだけ大人の

方と英語で話し続けることはあまり機会がない

のでとても充実して楽しかったです。 

英米語学科 3年 内藤 卓 

 
    写真右から白井 萌、内藤 卓    
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1 はじめに 

 明海大学・足立区連携事業における「英語マス

ター講座修了者による成果発表会」は、2017年度

から足立区で中学生を対象に実施している「英語

マスター講座※」を修了した者が、その成果を発表

する機会とするとともに、継続的に自身の英語運

用能力を磨き、さらにその力を高める機会とする

ことを目的として試行的に実施した、英語による

スピーチ・プレゼンテーション発表会である。 

 

※英語マスター講座 

足立区立中学校に通う 1 年生から 3 年生 90

名を対象に、60分×2コマの講座を 8か月間で

30回行う英会話講座のこと。受講生はオンライ

ン英会話と日本人講師、ネイティブ講師による

英会話レッスンを受け、英語力を伸ばす。3 月

末には、講座修了者を対象に、身につけた英語

を使い、英語生活に挑戦する「国内プチ留学体

験」を希望制で実施している。 

 

2 実施までの経緯  

足立区教育委員会としては、英語マスター講座

を修了した生徒に対し、身に付けた英語力を活用

する機会の継続的な提供が課題であると認識し

ていた。 

その状況下において、明海祭で成果発表会ができ

るとの大学側からの提案を受け、実現に至った。当日

は2017、2018年度修了生の中から9名が発表をした。

どの生徒も異文化体験、部活動や家族への思いなど

をテーマに、身振り手振りを交えながら熱のこもっ

たスピーチ・プレゼンテーションを行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

3 実施概要 

 午前中を成果発表会とし、全体司会を英米語学

科4年生の池田義友と西尾翔太が務めた。またP&P

教員ピエール・アレック先生とマリサ・ルーシャ

ン先生が審査にあたり、発表内容に応じて”Most 
Heartwarming Award”、”Most Thought-provoking 
Award”等の賞を決定し、安井利一学長が賞状と賞

品を授与した。 

発表会参加者及び保護者は午後には学友会中

央委員会の案内で明海祭を見学した。 

   

 

 

 

 

 

 

25 英語マスター講座修了者成果発表会 

 

日 時： 2019年 11月 2日 （土）   
場 所： 本学浦安キャンパス 2201講義室 
参加者： 100人程度  

（出場者 9人（中学生 6人・高校生 3人）  出場者保護者 15人  
聴衆  47人 足立区職員 7人 本学教職員 10人  その他一般来場者） 

報 告： 地域学校教育センター 准教授 百瀬 美帆 
 

発表の様子(高校生) 

日程 
 10:00  成果発表会開会式 
 10:10  発表会 
     |     ※発表5分＋質疑応答4分 
  11:40   審査時間 
  ｜    ※発表者インタビュー 
  11:55   
     |  授賞式 
  12:10  閉会式 
 13:00   
     |  「明海祭」見学 

15:00  解散 

⑤ 足立区英語マスター講座修了者成果発表会
日　時：2019年11月2日
場　所：本学浦安キャンパス　2201講義室
参加者：100人程度（ 出場者　9人（中学生6人・高校生3人）　出場者保護者　15人 

聴　衆　47人　足立区職員　7人　本学教職員　10人　 
その他一般来場者）

報　告：百瀬　美帆（教職課程センター・地域学校教育センター准教授）

3. 活動報告 (2) 足立区教育連携
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1 はじめに 

 明海大学・足立区連携事業における「英語マス

ター講座修了者による成果発表会」は、2017年度

から足立区で中学生を対象に実施している「英語

マスター講座※」を修了した者が、その成果を発表

する機会とするとともに、継続的に自身の英語運

用能力を磨き、さらにその力を高める機会とする

ことを目的として試行的に実施した、英語による

スピーチ・プレゼンテーション発表会である。 

 

※英語マスター講座 

足立区立中学校に通う 1 年生から 3 年生 90

名を対象に、60分×2コマの講座を 8か月間で

30回行う英会話講座のこと。受講生はオンライ

ン英会話と日本人講師、ネイティブ講師による

英会話レッスンを受け、英語力を伸ばす。3 月

末には、講座修了者を対象に、身につけた英語

を使い、英語生活に挑戦する「国内プチ留学体

験」を希望制で実施している。 

 

2 実施までの経緯  

足立区教育委員会としては、英語マスター講座

を修了した生徒に対し、身に付けた英語力を活用

する機会の継続的な提供が課題であると認識し

ていた。 

その状況下において、明海祭で成果発表会ができ

るとの大学側からの提案を受け、実現に至った。当日

は2017、2018年度修了生の中から9名が発表をした。

どの生徒も異文化体験、部活動や家族への思いなど

をテーマに、身振り手振りを交えながら熱のこもっ

たスピーチ・プレゼンテーションを行った。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

3 実施概要 

 午前中を成果発表会とし、全体司会を英米語学

科4年生の池田義友と西尾翔太が務めた。またP&P

教員ピエール・アレック先生とマリサ・ルーシャ

ン先生が審査にあたり、発表内容に応じて”Most 
Heartwarming Award”、”Most Thought-provoking 
Award”等の賞を決定し、安井利一学長が賞状と賞

品を授与した。 

発表会参加者及び保護者は午後には学友会中

央委員会の案内で明海祭を見学した。 

   

 

 

 

 

 

 

25 英語マスター講座修了者成果発表会 

 

日 時： 2019年 11月 2日 （土）   
場 所： 本学浦安キャンパス 2201講義室 
参加者： 100人程度  

（出場者 9人（中学生 6人・高校生 3人）  出場者保護者 15人  
聴衆  47人 足立区職員 7人 本学教職員 10人  その他一般来場者） 

報 告： 地域学校教育センター 准教授 百瀬 美帆 
 

発表の様子(高校生) 

日程 
 10:00  成果発表会開会式 
 10:10  発表会 
     |     ※発表5分＋質疑応答4分 
  11:40   審査時間 
  ｜    ※発表者インタビュー 
  11:55   
     |  授賞式 
  12:10  閉会式 
 13:00   
     |  「明海祭」見学 

15:00  解散 

 

 

 

 

 

 

 

審査員及び会場の様子 

4 アンケート結果と足立区担当者の感想 

発表会の参加者へのアンケートでは、「この発

表会に参加できてよかった」「自分が受けた賞に

満足している」「明海大学の対応はよかった」の 3

項目について聞き、発表者全員がすべての項目に

「とてもそう思う」と回答した。また、発表会全

体の感想でも「練習の成果を発揮することができ

て満足している」「本当によい経験だった。今後に

生かしたい」「多くの大学生に聞いてもらえたこ

とが嬉しかった」など、肯定的な言葉が並んだ。 

参加保護者アンケートの評価も非常に高く、子

どもの頑張る姿を見ることができたことへの感

謝の声が数多く寄せられた。 

事務局として参加した担当者としても、多く

の聴衆の前で堂々と発表する修了生の姿をみ

て、あらためて英語四技能の活用力・応用力を

身につける学習機会を提供するという英語マス

ター講座の成果を実感するとともに、継続的な

機会の提供の必要性を再認識した。なにより、

それらはこのような機会をつくっていただいた

明海大学の方々、発表を温かく、真剣に聞いて

くれた学生の方々の支援があってこその成果で

ある。関係された全ての方に、あらためて感謝

申し上げたい。 

5 司会担当学生の感想 

私は今回の足立区英語マスター講座修了者成

果発表会において司会進行を務めさせていただ

きました。使用言語が英語ということもあり、

発表会が円滑に進行するよう各プログラムの時

間調整やご案内をするとき声のボリューム等に

特に注意を払い司会進行に臨みました。司会者

として初めての経験であったため当日はとても

緊張しましたが、明海大学教職課程を代表する 4

年生として無事大役を務められたことをとても

うれしく思います。 

英米語学科 4年 西尾 翔太 

初めての英語による司会者という重要役割を

経験させていただけたのは、緊張もありましたが

今後の英語教育を考える良い機会になりました。

一人一人が堂々と発表する姿は、これからの英語

教育の在り方の一つだと感じました。また同時に、

インタビューをする際には学習者のことを考え

ながら質問するため、司会者側の技量も求められ

ると痛感しました。このような貴重な経験をさせ

ていただきましてありがとうございます。 

英米語学科 4年 池田 義友 

 

 

 

 

 

 

 

6 明海大学における取組と今後の展望 

  実現に向けた足立区教育委員会の強い思い

があふれ出る事業となった。本学の明海祭当日

での開催により、発表者の家族から所属校の先

生方、本学の学生にいたる広い範囲の聴衆を集

めることができたことは開催側にとっての収穫

であった。また本学教職履修学生にとっては、中

学・高校生の英語スピーチ・プレゼンテーション

発表会を運営したり、聴衆として参加したりす

る貴重な体験の場となった。午後の「明海祭」見

学に関しては学生支援課に協力を仰ぎ、教職履

修者以外の学生の協力を得ることができた。全

学をあげての支援につながったといえる。 

 
安井学長から賞状を受け取る発表者 
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1 はじめに 

2017年3月に本学と浦安市教育委員会との間で教

育に関する連携協定が結ばれた。2018年 4月に新た

に METTSとしての再スタートを契機に、更に地域教

育に貢献できる大学を目指し、今年度は地域の 4つ

の小学校との具体的連携事業を進めた。その一つが

小学校英語支援である。 

2 実施概要 

（1）浦安市立入船小学校 

入船小学校には池田 義友（39 時間）、高橋 勇

気（45時間）が教職ボランティアに参加した。 

①𡈽𡈽𡈽𡈽田 正義校長の感想 

 本校の児童は、外国語（英語）の授業に積極的に

取り組み、毎回の授業を楽しみにしている児童が多

い。その一方で、「間違ってしまったらどうしよう」

という不安が強く、人前で声を出す事に抵抗がある

児童もいる。その中で、教員や ALT以外の年齢の近

い大学生が、笑顔で声をかけ、学習をサポートし、

その不安を取り除いてくれる「学習ボランティア」

は、子ども達の力を引き出すうえで、とても効果的

な学習形態といえる。本校は、4年生、5年生の全ク

ラスが外国語（英語）の授業に入り、担任や ALTと

役割分担をしながら指導にあたっているが、子供た

ちの主体性を引き出すことに大変役立っている。 

②児童の感想（5年生） 

 よしとも先生が、英語でつまったりしていて、

外国語も、日本語と同じように、どの言葉を使っ

たらいか、迷う時もあるんだなあと思いました。

外国人は、英語をペラペラしゃべって迷いなく、

きっちりとした人が多いのかなと思っていたけれ

ど、よしとも先生がつまってくれて外国人に対し

てのつまらないイメージがふっとびました。 

③学生の感想 英米語学科 4年 池田 義友 

小学校でのボランティアを通してさまざまなこと

を知り、これから迎える教育実習などにおいて、と

ても良い機会で貴重な経験をさせていただきました。 

授業では、指導者のサポートにまわり俯瞰的に児

童を見ることができます。時には、自分が教壇に立

たせていただいて、授業の一部をさせていただくこ

とで、児童の素直な反応を見ることが出来ます。入

船小学校の先生方には、この貴重な経験をさせてい

ただきましてありがとうございます。 

（2）浦安市立日の出小学校 

日の出小学校には渡辺 幹太（37時間）、神谷 美

麗（29時間）、寺内 朋之（13時間）、が教職ボラン

ティアに参加した。 

①吉田 惠美子校長の感想 

英語ボランティアの低学年クラスでは英語を話す

モデルとして、ALT のような役割を果たしてくれま

した。小学校教員にとって英語を話せる学生が授 

業に参加してくれることは、とてもありがたかった

ようです。3 年生以上ではエクササイズのデモンス

トレーションやデジタル教科書の操作、授業のフィ

ードバック等、英語学習の充実に参画してくれまし

た。ALT にとっても信頼できるよいパートナーとな

り、授業内外で円滑なコミュニケーションに一役か

ってくれました。 

②児童の感想（3年生） 

 自分が作ったカードを説明する学習で、分からな

くなった時に、渡辺先生が教えてくれたことがうれ

しかったです。 

③学生の感想 英米語学科 4年 渡辺 幹太 

浦安市小学校英語支援 
日 時：2019年 5月から 2020年 3月 
場 所：浦安市立入船小学校、浦安市立日の出小学校、浦安市立明海小学校、浦安市立美浜南小学校 
参加者：渡辺 幹太、池田 義友（英米語学科 4年） 

寺内 朋之、金子 駿太、神谷 美麗、宮本 隆一、白井 萌、内藤 卓（英米語学科 3年） 
高橋 勇気（英米語学科 2年） 

報 告：木内和夫（教職課程センター・地域学校教育センター教授） 

① 浦安市小学校英語支援
期　間：2019年5月から2020年3月
場　所： 浦安市立入船小学校、浦安市立日の出小学校、浦安市立明海小学校、 

浦安市立美浜南小学校
参加者： 渡辺　幹太、池田　義友（英米語学科4年）寺内　朋之、金子　駿太、 

神谷　美麗、宮本　隆一、白井　萌、内藤　卓（英米語学科3年） 
高橋　勇気（英米語学科2年）

報　告：木内　和夫（教職課程センター・地域学校教育センター教授）

3. 活動報告 (3) 浦安市・横手市教育連携
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 私は昨年度から小学校での英語支援のボランテ

ィアを行いました。教育実習での経験から昨年度

とは違った視点での支援を行うことができました。

英語教育が始まる小学校 3年生の担当でしたが英

語に触れてきた児童や初めて英語に触れる児童が

いました。初めて英語に触れる児童のサポートを

することや個人のレベルに合わせた指導をするこ

とがこれから教員になるために必要なものを学ば

せていただきました。またこの貴重な経験をこれ

からの教員人生に活かし日々精進していきます。 

（3）浦安市立美浜南小学校 

美浜南小学校には金子 駿太（52時間）、内藤 卓

（47時間）、白井 萌（46時間）、が教職ボランティ

アに参加した。 

①蓮尾 剛史校長の感想 

 本校は、今年度より明海大学の学生に英語学習の

支援をお願いしている。英語は楽しさが一番必要な

教科である。個別にわからないことを教えてくれる

存在がいてくれれば、子供は安心して楽しく英語の

学習に打ち込むことができる。また、年齢の近い大

学生がいてくれることで、学習面だけではない教育

的な効果も期待できる。体験・人とのふれあいを重

視している本校にとって、明海大学の学生ボランテ

ィアさんが来てくれることは、大きなプラスとなっ

ている。 

②児童の感想（3年生） 

明海大学から来てくださっているボランティアの

方が来ていると、授業が明るくて楽しくなります。 

③学生の感想 英米語学科 3年 金子 駿太 

私は、夏休み明けから、外国語ボランティアに参

加し普段の授業では体験できないことを体験し、学

校の雰囲気や特色など、実際に学校へ訪れないと感

じることのできないことを学びました。特に、外国

語は小学校でも来年度から教科になるので、教科化

される前に体験することができ、とても良い経験に

なりました。児童との会話を通じ英語に関心のある

児童が多く、授業も主体的に取り組んでいてとても

感心しました。機会があればまた参加したいと思い

ました。 

 

（4）浦安市立明海小学校 

 明海小学校には宮本 隆一（9 時間）が教職ボラ

ンティアに参加した。 

①今橋 惠一校長の感想 

今年度は主に低学年の授業に参加していただきま

した。授業の中での担任、ALT とともに子ども達に

笑顔で英語を教えていただき、たいへん効果的だっ

たと思います。自分の役割を理解して進んで動き、

授業を盛り上げてくれました。また、英語学習だけ

でなく、休み時間に児童と一緒に遊んだり、清掃活

動を手伝ったり、率先して行動している点を好まし

く感じました。毎年のご協力に感謝しています。 

②児童の感想（低学年） 

・やさしく教えてくれたので、英語が好きになりま

した。 

・英語でたくさん話せてよかったです（外国から来

た児童）。 

・いっしょに昼休みに遊んでくれたのが、うれしか

った。 

③学生の感想 英米語学科 3年 宮本 隆一 

私は、小学校で外国語活動及び外国語の授業が

どのように行われているのかを学ぶために明海小

学校のボランティアに参加しました。主に先生と

ALTの 2人によって授業が展開され、内容は英語と

日本語との違いを感じさせ、間違いを恐れずに積

極的に話したりする活動が多かったです。実際に

参加してみることで自分が小学生だった時とはだ

いぶ異なり、大変驚きました。今後、このボラン

ティアの経験を来年の教育実習や勉強に活かして

行きたいと思っています。 

3 成果と課題 

 小学校での英語支援は昨年度から開始した事業

ですが、各小学校からの評価も高く、小学校にとっ

ても有益であり、大学生にとっても成長の糧とする

ことができた。 

 次年度以降の課題は、次の学年からも希望者がた

くさん出て、明海大学が近隣の小学校では必要不可

欠な存在となるために、学生の英語力・指導力を一

層高めることだと考える。 
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1 はじめに 

浦安市青少年自立支援未来塾は平成 27 年度よ

り学習の遅れがちな中学生に対し、学習習慣の確

立や基礎的な学力を身につけさせるなど、学力の

向上を図ることを目的に始まった。 

5 年目を迎える今年度は、9 月から 2 月までの

数学支援に加えて夏季休業中に英語支援を実施

するなど、生徒一人ひとりのつまづきや困り感の

解消に繋がるようなきめ細やかな学習支援を心

がけている。 

また、生徒達への学習支援では地域の住民や教

職経験者、大学生を中心に年を重ねるごとに支援

の輪が広がり、現在では 41名（内、明海大学経済

学部学生 2 名、外国語学部英米語学科学生 3 名）

となっている。今後もこの取組が地域主体による

学習支援の起点となり、学校と地域の連携・協働

の推進が図れるように進めていきたい。 

 

2 浦安市担当者の感想 

 今年度は、5 名の学生の方々にご協力いただき

ました。学生の方々が、笑顔で生徒に寄り添い、

納得するまで言葉を言い換えながら何度も教え

る姿はとても印象に残りました。また、その姿勢

が生徒の信頼を得ると共に、「もっとやりたい。教

えて欲しい」という学習意欲の喚起に繋がりまし

た。 

 生徒達との関わりを通し、「希望していなかっ 

たけれど、先生になりたいと思った」、「生徒の『な

るほど。分かった』がとても嬉しかった。やって

良かった」など学生の方々の心に響く経験に繋が

ったのではないかと嬉しく思います。これからも、

「中学校の生徒達」と「大学生の方々」の双方が

互いに学び合える機会となるよう、地域教育の基

盤を明海大学の方々と一緒に築いていきたいと

考えています。（浦安市生涯学習部生涯学習課生涯

学習係 主任主事・社会教育主事 香川 敦司氏） 

資料 英語教室参加者数 

  

 

 

 

 

3 明海大学 担当者の感想と今後の展望 

 今年度から英語教室が開始されたので、参加学

生数が増えたことが成果として挙げられる。特に

教職履修学生にとっては、学習支援を体験する場

として非常に有益な機会を当てていただいてい

ると感謝している。支援員の中には教員経験者の

方々もいらして、学生にとってはわかりやすい教

え方を直接学ぶ機会にもなった。 

 実施時期が大学の試験期間と重複する教室も

あったが、浦安市側のご配慮により学生の都合を

優先していただいた。この実施時期と大学の行事

との調整が今後の課題と思われる。 

 

 

 

 

 

 

浦安市青少年自立支援未来塾 
日 時： 英語教室 2019年 7月 23日から 8月 23日       18:00 ～ 20:00 
     数学教室 2019年 9月 10日から 2020年 2月 6日    18:00 ～ 20:00 
参加者： 英語教室 君塚翔伍さん 鶴巻紗希さん  新町未来塾 日の出公民館  
及び場所      山崎紗織里さん        元町未来塾 中央公民館 
     数学教室 藤井侑輝さん         入船中学校未来塾 まちづくり活動プラザ 
          中里 圭さん         明海中学校未来塾 日の出公民館 
報 告： 地域学校教育センター 准教授 百瀬 美帆 
 

 

未来塾

名 
対象 登録

人数 
延べ参

加人数 
平均参

加人数 
元町 １～３年生 29 67 17 

中町 １～３年生 29 87 22 

新町 １～３年生 36 108 27 

計 94 262 66 

 

英語指導の様子 山崎 紗緒里さん（英米語学科 3年） 

② 浦安市青少年自立支援未来塾
日　　　時： 英語教室　2019年7月23日から8月23日　18:00 〜 20:00 

数学教室　2019年9月10日から2020年2月6日　18:00 〜 20:00
参加者及び場所：英語教室　 君塚　翔伍（英米語学科1年）　鶴巻　紗希（英米語学科3年）　新町未来塾　日の出公民館 

山崎　紗緒里（英米語学科3年）　元町未来塾　中央公民館
数学教室　 藤井　侑輝（経済学科2年）　入船中学校未来塾　まちづくり活動プラザ 

中里　圭（経済学科2年）　明海中学校未来塾　日の出公民館
報　　　告：百瀬　美帆（教職課程センター・地域学校教育センター准教授）
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3 参加した本学学生の感想 

私は夏季休業の間毎週火曜日にボランティア

として、中学生に英語の指導に入りました。慣れ

ないことも多く、とても大変でした。しかし、毎

回どのように説明したら生徒に分かってもらえ

るのか、どのように説明したら生徒にとって楽し

く学べるのかということを考えていました。私は

将来、英語の教員になりたいと思っているので、

私にとって今回の経験はとても貴重でした。来年

度もぜひ参加したいです。 

 英米語学科 1年 君塚 翔伍 

 昨年の秋に続き、今年は夏休みにボランティア

として参加させていただきました。私は中学 1年

生約 20 人のワークの採点や、個別指導を行いま

した。大学で模擬授業や高校授業見学を経験して

いたおかげで机間指導、ホワイトボードに書く文

字の大きさ、生徒の反応に昨年以上に配慮するこ

とができました。また回を重ねるごとに生徒たち

と仲良くなることもできました。このほかに英語

の歌や月日、曜日の表現を指導して、生徒が楽し

く取り組み、次の週になっても前の時間の内容を

覚えていてくれて、私自身が授業作りの工夫を学

ぶことができました。 

 英米語学科 3年 鶴巻 紗希 

 私は今回未来塾を初めて経験しました。私は内

気な性格なので初めはとても不安を感じていま

したが、未来塾で活動していくうちに、生徒とか

かわることが楽しいと思うようになりました。未

来塾参加者は夏休み中に自主的に学びに来てい

る生徒たちなのでよく質問してくれました。その

質問を通して自分自身が忘れていた文法等の復

習ができたばかりでなく生徒たちとのコミュニ

ケーションを図ることもできたので、大学の生活

からは得られない経験をしている、「得をした！」

という気持ちになりました。今後もこのような活

動に参加してみたいと思います。 

 外国語学部 英米語学科3年 山崎 紗緒里 

 

 

 

私は秋から入船中の生徒約 5名を対象に未来塾

の学習支援をさせていただいています。普段学校

で使っている教科書や問題集の分からないとこ

ろを個別に質問してもらい、教えています。初回

の学習では生徒達と距離感がありましたが、回を

追うごとにその距離感が無くなっていき、今では

友達のように接しています。休み時間には学校で

今日会ったことを話したり、ホワイトボードに絵

を描いたりと楽しい時間を過ごしています 

 経済学科 2年 藤井 侑輝 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 私は今回の未来塾の活動を通して多くのこと

を学ばせていただきました。最初は自分が生徒た

ちに上手く教えられるかどうか不安でしたが、回

を追うごとに生徒たちの苦手な分野も分かって

きて教え方の方針も定まってきました。そこには

一辺倒な教え方では通用しない難しさもありま

したが、テスト期間が終わると成績が上がったと

報告してくれたので、成果に繋がった充実感を感

じました。この経験は今後の活動にも活かせる貴

重な機会でした。 

 経済学科 2年 中里 圭 

 

 

 

写真 

写真 
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《はじめに》 

 明海大学と浦安市教育委員会は、2017年 3月に

連携協定を締結し、昨年度から本学地域学校教育

センター石鍋浩教授が中心になって、明海小学校

校内研究及び市立小中学校教員対象の研修会にお

ける指導・助言を行っている。 

以下に今年度の実践の概要を記す。 

 

《明海小学校》（今橋惠一校長 児童数 325 名） 

1 校内研究概要（3年計画 2年次） 

(1)年度当初のアンケートまとめ 

  回答数：教員 25 名、児童 255名 

 ① 教員 

・70％以上は英語の授業が楽しいと回答した。 

・「英語が話せない、指導できない」と苦手意 

識が強い教員も少なくない。 

② 児童 

・英語を使って授業を行うことが楽しく、英語

の力を付けたいという向上心が高まっている。 

・ALT との会話を通して「何を話しているかわ

からない」「話したいがうまく話すことがで 

きない」等と不安を抱えている児童もいる。 

(2)研究主題 

  笑顔いっぱい 楽しい！わかった！チャレン

ジ英語学習 ～みんなが自信をもてる授業づく

り～第 2章 

(3)研究仮説 

安心して楽しく学習できる授業構成を探れば、 

児童も教師も自信をもって外国語活動・外国語

科に取り組むことができるだろう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4)主な研究日程 

  4 月：研究推進委員会及び部会（研究基本方 

針及び主題・内容等の検討） 

  5 月：研究全体会、松戸市立小学校教諭に 

よる示範授業 

  6月：研究推進委員会及び部会（活動案作成） 

  7 月：授業研究会（パワーアップ授業） 

10 月：各部会（活動案作成・検討） 

11月・12月：授業研究会（パワーアップ授業） 

1月・2月：研究推進委員会及び部会研究 

（研究紀要作成、本年度の成果と

課題及び次年度の方向性） 

3 月：研究全体会（本年度の成果と課題及び

次年度の方向性） 

2 外国語活動パワーアップ授業 

 2019年 7月 11 日（木）、11月 7日（木）、12月 

5日（木）の 3日間に「外国語活動パワーアップ 

授業」と銘打って、13学級（特別支援学級を含む） 

で授業を行った。本学石鍋教授は、7月と 12月の 

2日間、計 9学級の授業を参観した。 

〇7月 11日(木) 

6年 1組 I like my town. 

明海の街を紹介しよう。 6年 2組 

5年 1組 What time do you get up? 

生活の様子を伝えよう 5年 2組 

〇11月 7日(木) 

3年 1組 ALPHABET 

アルファベットマスターになろう 3年 2組 

4年 1組 Do you have a pen? 

浦安市小学校支援 

浦安市小学校校内研究支援 

実施概要 期 間：2019年 7月～ 

内 容 ：明海小学校校内研究（外国語活動）の概要 

市立小中学校教員対象の研修会の様子 

実施校等：浦安市立明海小学校、浦安市教育委員会 

報告者：石鍋浩（教職課程センター・地域学校教育センター教授） 

 

 

 

 

③ 浦安市小学校校内研究支援
実 施 概 要：期　　間：2019年7月〜 2020年3月
　　　　　　内　　容： 明海小学校校内研究（外国語活動）の概要 

市立小中学校教員対象の研修会の様子
　　　　　　実施校等：浦安市立明海小学校、浦安市教育委員会
報　　　告：石鍋　浩（教職課程センター・地域学校教育センター教授）

3. 活動報告 (3) 浦安市・横手市教育連携
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4年 2組 おすすめの文房具セットをつくろう 

〇12月 5日(木) 

にじ組 What’s this? 

クリスマスパーティーをしよう 

2年 1組 Vegetables 

やさい 大好き 2年 2組 

1年 1組 Vegetables 

やさい 大好き 1年 2組 

 

3 今年度の研究へのコメント（抜粋） 

【教員】 

・子供たちが、「いかに英語を話したくなるか」を

考えて授業計画を立てることができた。（3 年） 

・担任として、子供達と英語の学習をするのが楽

しくなってきた。（4 年） 

・「様々な職業」を扱ったとき、「なりたい自分を

想像して取り組んでみよう」と目的意識をもた

せて学習させた。目的が明確になることで、わ

かりやすかったようである。（6 年） 

・英語学習で担任がメインで授業を行うのは、よ

いことだと感じている。（特別支援） 

・ALT の先生との打ち合わせや教材準備の時間確

保がむずかしかった。 

【児童】 

・もともとあまり英語に興味がなかったけれど、

学習していくうちに、だんだん興味がわいてき

て、楽しくなってきた。（5 年） 

・明海地区についてよく知ることができ、英語も

学習できたので一石二鳥でよかった。（6年） 

・担任の先生が、ALT の先生といっしょに喋って

いるから、わかりやすい。（6 年） 

・先生がノリノリだし、リアクションが大きくて

楽しい。ジェスチャーなどがうまくて、わかり

やすい。（6年） 

 

《小中学校教員対象の研修会》 

日時：令和元年 8月 9日（金）午後 

研修場所：浦安市役所 4階会 S5・6会議室 

対象：市立小学校教員・中学校英語科教員 24名

研修会名：「いよいよスタート外国語科！より良  

い授業づくりのために」 

【教育委員会担当者のコメント】 

 新学習指導要領実施に向けた移行期 2年目とな

り、小学校における日々の授業の「困り感解消」

をテーマに、石鍋教授に研修を行っていただいた。

授業時数増加に伴い、担任が中心となって授業を

行うことが増え、指導方法について多くの疑問を

抱いている。特に「読む」「書く」については、「ど

こまでできるようにしたらよいか」を具体的な場

面を示しながら指導いただき、大変有意義な時間

となった。今後は教科化を踏まえ、「どのように評

価を行うか」をテーマに研修を行いたい。 

【研修参加者のアンケート結果】（抜粋） 

・発音には地域差があるということ、音のつなが 

り、発音と綴り、音声から文字へなど、日頃疑 

問に感じていたことを知ることができた。 

・教師は発音を頑張りすぎず、楽しませることな 

どがわかり、気が楽になった。 

・読む、書くが入ってきて、「どこまでやらなけれ 

ばならないか」不安に思っていたが、大文字、 

小文字を丁寧に 4線に書くこと、なぞることな 

どがわかった。十分音声に慣れ親しませること 

がポイントであることがわかった。 
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1 はじめに 

2019 年 3 月 22 日に本学と秋田県横手市は「連携

に関する協定」を締結した。その内容は、(1)教育・

文化及び研究促進に関すること、(2)人材の育成に関

すること、(3)その他、双方が必要と認める包括連携

に関することである。 

 ここでは、本協定に基づき行われた二つの事業に

ついて報告する。 

2 横手市外国語教育研修会 

(1)開催日 第 1回 2019年 7月 29日(月) 

第 2回 2019年 7月 30日(火) 

(2)場 所 横手市立横手北中学校 

(3)講 師 明海大学教職課程センター・地域学校教

育センター 教授 石鍋 浩 

(4)内容 

第 1回（小学校教員対象）参加者数：38人 

  講演「小学校外国語教育（外国語活動・外国語

科）における思考力・判断力・表現力等の

育成について」 

ワークショップ 「聞くこと」「話すこと」に 

おける効果的な指導法について                   

第 2回（中学校教員対象）参加者数：19人 

講演「中学校外国語科において実現を目指す 

『深い学び』とは」 

ワークショップ「話すこと（やり取り）」の言

語活動を通して、思考力・判断力・表現力

等を育成するための指導法について 

(5)研修担当者の感想 

横手市教育委員会 指導主事 鈴木 真弓 先生 

今年度よりスタートしました横手市と明海大学と

の教育連携事業を活用し、7月 29日・30日に横手市

外国語教育研修会を開催しました。1 日目は小学校

教員を対象とした研修会を、2 日目は中学校教員を

対象とした研修会を行いました。両日ともに、講師

の石鍋浩教授より、第 1部ご講演、第 2部ワークシ

ョップの形式で、ご教授をいただきました。新学習

指導要領の理解に加え、外国語教育における小・中

連携（7 年間の系統的な学び・指導）の大切さにつ

いて参加した先生方と共有できたことは大きな成果

となりました。また、小・中学校での学校教育の様

子や、第二言語習得理論を交えての指導の在り方な

どについてもご指導いただき、充実した研修会とな

りました。 

今後も、明海大学で行われております学術研究を

基に、専門的な見地からご指導をいただき、本市小・

中学校における外国語教育の充実に努めて参りたい

と思います。 

(6)参加者の感想 

橫手市立十文字第一小学校専科教員（外国語活動） 

              立木 則子 先生  

外国語教育の転換期を迎えている今、外国語活動

での学びが、どのように中学校へとつながっていく

のかをイメージすることができました。第二言語習

得の理論に基づき、児童の発達段階に合わせたイン

プットやアウトプットの工夫を教えていただきまし

た。自己紹介や Small Talkの演習を通して，相手意

識をもってやり取りすることがコミュニケーション

を豊かにすることを実感し、今後の指導において生

かしていきたいと思いました。 

橫手市立横手北中学校 教育専門監 

（外国語活動・外国語） 斉藤 久美子 先生 

新学習指導要領に即した授業改善に取り組むに当

たり、多くの先生方が悩んでいるのが英語の「見方・

考え方」を働かせた「深い学び」の捉え方であり、

横手市との包括連携 
  報 告：下田 直樹（経済学部長） 

坂本 純一（教職課程センター・地域学校教育センター教授） 

④ 横手市との包括連携
日　時：横手市外国語教育研修会　2019年7月29日、30日
　　　　地域活性化インターンシップ　2019年8月5日〜 9日
報　告： 下田　直樹（経済学部長・経済学部教授） 

坂本　純一（教職課程センター・地域学校教育センター教授）

3. 活動報告 (3) 浦安市・横手市教育連携
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実践です。今回、石鍋教授から明確な解説・説明を

していただき、大変よく理解できました。また、文

部科学省で作成した帯活動の展開案に沿ったワーク

ショップでは、生徒とのやり取り（言語活動）を通

して、思考力・判断力・表現力等を育成するノウハ

ウについて、参加した先生方と学び合うことができ

ました。大変有意義な研修の機会となりました。 

 

3 地域活性化インターンシップ 

(1)実施に至る経緯 

  秋田県横手市と明海大学とは 20数年来、留学生

のホームステイ（秋の収穫体験、冬のかまくら体験）

を中心に交流を重ねてきた。そうした実績を基礎に

昨年（2019年）3月には両者は連携協定を締結し、

石鍋浩教授のご講演に続く第二弾として、横手市役

所商工観光部・商工労働課の全面支援のもとに、経

済学部の学生9人が8月5日から9日までの5日間、

横手市で地域活性化インターンシップを行った。初

日の庁舎訪問では、市長をはじめ、市役所の方々か

ら大いなる歓待を受けた。 

(2)活動の概要 

 この間、9 人の学生と引率教員 1 名は市内のホテ

ルに宿泊し、そこから市の公用車で横手市役所の窓

口機関である平鹿地域振興局庁舎に毎日通い、そこ

を拠点に地域の方からレクチャーを受けたり、市内

を視察・見学したりしながら、「観光」「駅前開発」

「人口」「産業」のそれぞれの視点から、その現状

と問題点を探り、活性化案を全員で議論し、練り上

げていった。その際に事前研究・調査の成果も大い

に役立ったことはいうまでもない。 

 最終日（9 日）には、市役所や関連機関・団体、

ホストファミリー会の方々など、総勢約 40名を前に、

4 日間の成果である横手市活性化プランをプレゼン

テーションをした。皆、堂々たる態度での発表であ

った。そして発表後は活発な意見交換も行われ、和

やかなうちにインターンシップを無事に終えること

ができた。終了後、学生たちには疲れた様子は微塵

もなく、やり遂げたという充実感で満ち溢れていた

ように感じられた。 

 

(3)参加した学生の感想 

経済学部 2年  山中康平  

私は秋田県横手市の地域活性化のインターンシッ

プに参加しました。横手市に行く前に東京にあるア

ンテナショップに行ったり、インターネットで調べ

たりして、事前に活性化の案を立てました。そして

地域の方々も活性化をしようと思っていろいろな取

組をしていることも感じとりました。インターネッ

トを使ったり、新しい提案をしたりしていました。

プレゼンをするノウハウもアドバイスとしてもらい、

とても勉強になりました。五日間という短い期間で

したが、多くのことを学べたと実感しています。 

経済学部 3年 高瀬 遼太郎 

私が今回の秋田県横手市のインターンシップに参

加して良かったなと思うことは、地域活性化という

問題についてみんなで横手市の現状を調べ、様々な

案を出し合い、プレゼン資料をつくる過程で私では

到底思いつかなかったことや、みんなの意見を聞い

て「なるほど」と感じることが沢山あったことです。

横手市は県内人口でも経済規模でも県内 2位という

ことで、もっと上を目指せるのではないかと感じ、

そのために私もいろいろな活性化案を考え、提案し

ました。とても充実した 5日間でした。 

(4)横手市の担当者から 

横手市商工観光部商工労働課副主幹 

              石川 知博 様 

この度は、横手市で開催しました地域活性化イン

ターンシップに、明海大学経済学部の学生 9 名の

方々にご参加いただき、ありがとうございました。 

参加された皆様は、4日間という短い期間の中で、

市職員からの講義や実地視察をこなしながら、横手

市の地域活性化プランを作成し、最終日には市職員

らの前でプレゼンしていただきました。 

拙いコーディネイトであったと感じておりますが、

学生の皆様のインターンシップに積極的に取り組む

姿を見ることができ、担当者として充実した時間を

過ごすことができました。 

このインターンシップが、参加された学生の皆様

の成長に少しでも貢献できていれば幸いです。 
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1 はじめに  

大学等における英語教育分野での研究や教育

の成果を初等中等教育に還元し、地域の英語教育

改革推進に寄与することを目的として、2018年 8

月に第 1回目の授業改革セミナーを試行した。参

加者の高評価を得て、2019年度に朝日大学との共

催で事業を立ち上げた。    

2 日程 

◇ 開講式 9:30 ～ 10:00 

挨拶 明海大学 学長 安井 利一 

   朝日大学教職課程・英語教育センター長 

 服部 哲明 

講師紹介 明海大学副学長・外国語学部長 

 高野 敬三 

◇ 基調講演 10:00  ～ 11:30  

◇ ワークショップ 

 A（高校）・B（中・高）・C（中学校） 

(1) 13:00～14:30      (2) 14:40～16:10 

 ※参加者は 2つのワークショップを選択して

参加した。 

3 アンケート結果  

基調講演及び全てのワークショップについて

「ア大変参考になった イ参考になった ウあ

まり参考にならなかった エまったく参考にな

らなかった」のうちア及びイと回答した割合はそ

れぞれについてほぼ 100％であった。 

4 基調講演  

English Education in the Reiwa Era – 

Going beyond the Global Age 「令和の時代

の英語教育 －グローバルの次の時代に求め

られるものは」と題して、平成 29 年・30 年に

告示された学習指導要領の改訂の背景等に関

する講演であった。「知っている」だけの「宣言

的知識」から「理解していること・できること

をどう使うか：手続き的知識」が重要であり、

世界共通語である英語をコミュニケーション

ツールとして活用し「世界の問題、人類共通の

問題」を解決して「持続可能な社会」を実現す

ることが「グローバルの次の時代に求められる

英語教育」であるという内容であった。 

 事後アンケートには次のような感想が多数

寄せられた。「日本語で読む学習指導要領解説

よりも分かりやすかった。」「日ごろの授業実践

の裏づけを知ることができて、授業をすすめて

いく勇気が出た。」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

上智大学 吉田 研作特別招聘教授 

 

 

 

2019 英語授業改革セミナー「本気で授業改革！」 
日 時： 2019年 8月 24日   
場 所： 本学浦安キャンパス 2203・2204・2205講義室 
講 師： 基調講演 上智大学特別招聘教授言語教育研究センター長 吉田 研作氏  
     ワークショップ Ａ 朝日大学法学部・英語教育センター 准教授 亀谷みゆき氏 
             Ｂ 明海大学地域学校教育センター   准教授 百瀬美帆 氏 
             Ｃ 千葉市立稲毛高校附属中学校    教 諭 土谷 匡 氏 
参加者： 95人  
報 告： 地域学校教育センター 准教授 百瀬 美帆 
 

（4） 明海大学・朝日大学共催2019英語授業改革 
セミナー「本気で授業改革！」

日　時：2019年8月24日
場　所：本学浦安キャンパス　2203・2204・2205講義室
講　師：基調講演　上智大学特別招聘教授言語教育研究センター長 　吉田　研作氏

ワークショップ A 朝日大学法学部・英語教育センター 准教授　亀谷　みゆき 
B 教職課程センター・地域学校教育センター 准教授　百瀬　美帆 
C 千葉市立稲毛高校附属中学校 教諭　　　　　土谷　匡氏

参加者：95人
報　告：百瀬　美帆（教職課程センター・地域学校教育センター准教授）

3. 活動報告
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5 共催者・ワークショップ担当者として 

朝日大学では今年度から英語教育センターが

新設され、本学の教養教育としての英語教育の改

革と高大接続等を軸に、センター一丸となって英

語教育の充実・発展に向けて歩みを進めている。

その一つとして、昨年度から始まった明海大学と

の連携事業 2019 英語授業改革セミナー「本気で

授業改革！」は、新学習指導要領に基づいた授業

づくりについて学びを深めるだけでなく、今、ま

さに求められている英語教育における小中高大

の連携にとっても、大きな一歩となるセミナーで

あったと確信している。 

私が担当したワークショップでは、「何ができ

るようになるか」という目標に基づいて、生徒の

言語活動を中心にした授業を行い、その授業で実

際に指導したことについての到達度を評価する

ことにより、「目標・指導・評価」が一体化するこ

とについて、学びと実践を深めた。新学習指導要

領では、言語活動とは「言語材料の理解や練習の

ための活動」ではなく、「考えや気持ちを伝え合う」

活動としている。そして、高校ではその活動が「統

合的であること」であることが重要とされている。

ワークショップではコミュニケーションを「共創」

と捉え、生徒が言葉を使うことだけで終わるので

はなく、言葉を使ったその先にあるものを創り出

せるような授業づくりについて考えた。英語の授

業が、仲間と協働し、より良い自分、より良い事

実、より良い社会等を創っていくことにつながる

のであれば、1つ 1つの授業にさらに意義を感じ

ることができるのではないだろうか。今後も本セ

ミナーが日々の教育活動に生かされることを願

い，セミナーのさらなる充実に力を尽くしたい。 

朝日大学法学部・英語教育センター 

准教授 亀谷 みゆき 

 

 
  亀谷 みゆき准教授      土谷 匡教諭     

 

6 ワークショップ報告 

 A：高校教員対象 講師：亀谷 みゆき 

  内容は左記のとおり。 

 ※アンケート結果(記述部分抜粋) 

 ・午前の講義内容を実際に授業に生かすための

具体的なアドバイスを明日からの授業に使

えそうです。 新潟県・高校教諭 

 ・自分たちが中・高のときに受けた授業とこれか

らの授業はまった別物なので、経験のない学

生にとっては貴重な内容であった。（本学学生） 

 B：中高教員対象 講師：百瀬 美帆 

「副教材を利用した授業 絵本（Mr.Men）を使  

った生徒同士の学び合い」 

   想像力を働かせて筆者や登場人物に共感

できるようになることを目的とし、生徒たち

が自ら英語を使う活動を参加者自らが体験

した。 

 ※アンケート結果(記述部分抜粋) 

 ・ただ読んで終わりではなく、読みを深めるた

めにペアワークなどで行う活動はピブリオ

バトル的な要素もあって面白かった。 

 東京都・高校教諭 

 ・中学校でも工夫して取り組めそうだと思った。

職場で共有したいと思います。 

  東京都・中学校教諭 

C：中学校教員対象 講師：土谷 匡 

「教科書を活用した授業  実践 ～中学現

場の視点から日々の活動でできること ～」    

 教科書の内容に沿いながら、ターゲット文

法や表現の理解を促し、活動を通してそれら

の知識や技能が使えるようにする具体的な

指導方法を参加者が体験した。 

 ※アンケート結果(記述部分抜粋) 

 ・生徒の立場で授業を受ける中で技能統合型言

語活動の大切さを知ることができました。 

  東京都・高校教諭 

 ・「文法→本文」の授業から「文法の導入・本文

の導入→復習と活用」の授業へというお話を

聞き、今までもやもやしていたことがすっき

りしました。 千葉県・中学校教諭 
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1 はじめに 

 本学教職課程センター・地域学校教育センター

METTS（MEikai Teacher Training Support）は、2018

年にリニューアルを果たして以来 2年目となる。入

室者も昨年は 12,503名となり、今年度も 12月末段

階で 13,157名とそれ以上の数字が示せそうである。

METTS は、学生たちの勉学の場と同時に学年を超え

た繋がりの場、互いを支え合える憩いの場となって

いる。また特筆すべきは、明海大学見学者の必須の

場所となっており、ここを目指して入学してきてく

れる学生も少しずつではあるが生まれてきている。 

今後も是非とも METTSの姿を見つめ続けていただ

きたい。また、今年度から前都立葛西南高校校長・

坂本純一教授を迎え、指導の層を充実させることが

できた。各活動に関しては、本予稿集に詳しいが、

ここでは両センターの活動全体を俯瞰することとす

る。 

2 教職課程センター 

2-1  2019年度教職課程履修者数（4/15現在） 

    日本語 英米語 中国語 合計（昨年） 

1年次 25 33 0 58（42） 

2年次 18 14 3 35（38） 

3年次 11 20 0 31（24） 

4年次  6 14 0 20（18） 

科目等履修 0 0 0 0 ( 5) 

         合計 144（127） 

2-2  2019年度公立学校教員採用試験合格者 

教員採用試験受験者全 29名（卒業生を含む）、1次

試験合格者 16 名、2次合格者 12名。おそらく開学

以来初めて二桁の 2次合格者を出すことができたこ

とは特筆すべきことでありその内訳を以下に示す。 

千葉県 中高英語 5（英米語学科 1、卒業生 4） 

小学校全 1（卒業生 1） 

東京都 中高英語 4（英米語学科 1、卒業生 3） 

    中高数学 1（卒業生 1） 

    小学校全 1（卒業生 1） 

 合計 12 名の合格者を出せたが、明海スピリット

を持ち日々努力をしてくれた学生・卒業生の粘り強

さと本センターをご支援いただいている明海大学執

行部の姿勢の賜物である。私どもスタッフもこの結

果に慢心することなく今後も熱く学生を支えていく。 

2-3  教職課程センターの活動 

4月 1年生教職ガイダンス 

教職学生対象 UNSW Global校研修報告会 

自治体別教員採用模擬試験 

第 3回教員採用模擬試験 

3年対象教職講座（敎育法規等）開始 

教員採用論文講座開始 

5月 4年生教育実習開始 

玉川大学連携小学校教員養成特別プログラ 

ム始動 

教員採用試験特別講座開講 

教育ボランティア開始 

6月 面接指導講座開始 

Tokyo Global Gateway(TGG)訪問（英米 3年） 

教職履修者全員相談月間 

7月 外部招聘講座（教職教養・教育法規等） 

教員採用試験受験者激励会 

教員採用試験受験 

8月 教員免許更新講習 

各都県教員採用 2次対策面接講座 

教員採用 2次実技試験講座（英語） 

9月 英語科教育法合宿（英米語学科 3年） 

千葉県立浦安高校訪問（日本語学科 4年） 

10月 教員採用試験 2次発表（現卒 12名合格） 

学部各学科教職科目履修ガイダンス 

都立南葛飾高校訪問研修（3年） 

千葉県教育委員会教員採用選考説明会 

11月 3年生対象教員採用模擬試験開始 

東京都教育委員会教員採用選考説明会 

2019 年教職課程・地域学校教育センターMETTS の歩み 

外国語学部 教授  

教職課程・地域学校教育センター副センター長 大池 公紀   

（5） 2019年度 教職課程・地域学校教育センターMETTSの歩み
報　告：大池　公紀（外国語学部教授　教職課程センター・地域学校教育センター副センター長）

3. 活動報告
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2020年ちば！教職たまごプロジェクト募集 

12月 港区立御成門中学校訪問研修（2年） 

2年教職ガイダンス（教育実習校開拓） 

在学生対象教員採用試験合格者報告会  

1月 玉川大学連携小学校教員免許取得説明会 

FD研修会：「板書の基礎・基本」 

講師：釼持勉先生（帝京科学大） 

教育ボランティア活動報告会 

2月 県別対策プレ教職採用模擬試験 

教職勉強合宿（3年） 

オーストラリア UNSW Global校研修 

（奨学研修 4名を含む合計 8名） 

3月 模擬授業合宿（日本語学科 3年） 

新年度各学年教職ガイダンス 

3 地域学校教育センター 

2019 年度、地域学校教育センターの「連携」「貢

献」の姿勢は不変である。 

3月 22日、秋田県横手市と連携に関する包括的協

定を締結した。本学で行われた調印式には、本学安

井利一学長、秋田県横手市の髙橋大市長らが出席し、

相互の発展に資するため人的又は知的資源の交流と

物的資源の活用を図り、教育・文化等の分野で連携

していくことを確認した。METTS も明海大学の一機

関として全事業に積極的に参画していく。 

また 3 月 26 日には、千葉県立浦安高校と連携に

関する協定を締結し、連携高等学校は 6校となった。

今後も明海大学・高校相互の教育交流を通じ、高校

生の進路に関する意識及び学習意欲を高めるととも

に、大学教育・高校教育の活性化を図っていく所存

である。 

足立区並びに浦安市との連携事業もさらに多彩と

なり 2020年 2月 11日には、2020明海大学「大学と

地域連携の未来」シンポジウムを開催した。 

3−1 地域学校教育センターの活動 

4月 留学生ボランティア・ガイダンス 

都立飛鳥・南葛飾・高校日本語教育支援開始 

5月 足立区連携事業第 1回連携協議会 

連携高等学校 6校第 1回連携協議会 

浦安市教育委員会第 1回連携協議会 

6月 都立葛西南高校構内寺小屋支援開始 

連携高等学校交流会「大学生と話そう会 1 

（留学生と在京外国人生徒との交流会）」 

足立区立第十中学校留学生交流会 

足立区中学校英語・学校経営支援開始 

浦安市小学校学習支援開始 

足立区区民英語講座第一クール開始 

7月 足立区立粟島中学校留学生交流会 

浦安市教育委員会教育未来塾開始 

秋田県横手市第 1回連携協議会 

連携高等学校交流会「大学生と話そう会 2」 

都立田柄高校留学生異文化交流会 

連携都立高校夏期日本語講座（飛鳥高校） 

浦安市立明海小学校校内研修会（＋12月実施） 

横手市立小学校中学校教員外国語研修会 

8月 明海大学・朝日大学共催「2019英語授業改革 

セミナー」開催（兼 FD研修会） 

連携都立高校夏期日本語講座（南葛飾高校） 

9月 足立区立竹の塚中学校留学生交流会 

足立区立扇中学校留学生交流会 

足立区立新田中学校留学生交流会 

足立区区民英語講座第二クール開始 

10月 連携高等学校 6校第 2回連絡協議会 

日本語指導校内研修会（田柄高校・飛鳥高校） 

足立区連携事業第 2回連携協議会 

明海大学あけみ英語村 2019開催（足立区立 

花畑小学校） 

浦安市学習支援事業開始（ワーカーズコープ） 

11月 第一回足立区英語マスター講座修了者英語 

成果発表会 

明海大学あけみ英語村 2019開催（足立区立 

中島根小学校） 

12月 足立区日本語指導研修会（小学校教員対象） 

1月 足立区小学校中学校英語教員研修会（勝浦） 

足立区連携事業第 3回連絡協議会 

浦安高校連携事業短歌出前授業 

2月 足立区立江北桜中学校留学生交流会 

2020明海大学「大学と地域連携の未来」シン 

ポジウム（兼 FD研修会） 

3月 連携高等学校 6校第 3回連携協議会 

浦安市教育委員会第 2回連携協議会 
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？

厳しい採用試験を突破し、 年 月から教職に従事する卒業生は正規教員 人、講師 人となりまし
た。小学校英語専科講師としての採用は、在学中に小学校英語指導者資格（ ）取得に励んだ成果と
いえます。これからの明海大学教職履修者にとって大きな強みになることは言うまでもありません。

正規教員
稲石 励 さん（日本語卒）千葉県立船橋法典高等学校（国語）
上川 哲 さん（英米語卒）我孫子市立我孫子中学校 英語）
小関 聖翔 さん（英米語卒）千葉市立貝塚中学校（英語）
佐々木綾香 さん（英米語卒）千葉県立八千代高等学校（英語）
椎名 花恋 さん（英米語卒）あきる野市立東中学校（英語）
生芝 美耶 さん（英米語卒）千葉県立浦安高等学校（英語）
雪下 勇輔 さん（英米語卒）足立区立東加平小学校（全科）
その他 東京都中高共通（英語）合格者 人

東京都小学校（全科） 合格者 １人

講師
小池 智也 さん（日本語卒） 実践学園中学・高等学校 （国語）
前田 航大 さん（日本語卒） 国士舘高校 （国語）
内山 葉月 さん（英米語卒） 大網白里市立季美の森小学校他 （英語専科）
小野 勝春 さん（英米語卒） 新島村立新島中学校 （英語）（産休補助）
佐々木 健 さん（英米語卒） 文京区立本郷台中学校（特別支援教育指導員）
富塚 虎太 さん（英米語卒） 松戸市立小金南中学校（英語）
吉屋 李華 さん（英米語卒） 浦安市立入船小学校（英語専科）
中村 亮太 さん（英米語卒） 市川市立冨貴島小学校他（英語専科）
その他 人

年生教職ガイダンス

外国語学部日本語学科・英米語学科 年生を対象とした教
職課程履修に関するガイダンスが 月 日に行われました。
学事課からの説明に加えて国語科・英語科それぞれの教職基
礎セミナー担当者から講義内容の紹介、玉川大学通信教育を
利用した小学校教員免許状取得についての説明、教職履修学
生向け海外研修についての説明がありました。両学科あわせ
て 人が参加し、終了後も に立ち寄り履修科目に
ついて質問するなど、新生活への熱意があふれていました。 職員の紹介

年 月２ 日（第１号）

教職課程センター・地域学校教育センター

特集 年度 月 教諭・講師等採用実績

年度教職履修者数
日 英 中

年生

年生

年生

年生

学科計

合計 人
日：日本語学科
英：英米語学科
中：中国語学科

月 日卒業パーティーにて

2019年第1号（2019.4）

？

第 回 大学生と話そう会
－ 都立高校との連携事業 －

月 日、都立飛鳥高校、竹台高校、南葛飾高校に通う東京都
在住の外国人生徒 人先生方 人が本学を訪れました。
到着後すぐに学食２階で各自の選んだランチを楽しんだ後、２

グループに分かれてオープンキャンパスの見学を行いました。外
国語学部の３学科で説明を聞いてから、生徒個々に興味のある学
部のブースに分かれました。中国出身の男子生徒は、「日本語が
大好きです」と言って再び日本語学科の部屋に戻って行きました。
第２部は、本学留学生との交流を図る「大学生と語ろう会」でし

た。 周年記念館学生ホールにおいて、安井利一学長の挨拶か
ら始まった会は短時間ではありましたが、各テーブルに配置さ
れた留学生がそれぞれの大学生活について話したり、高校生の興味を引き出したりしてもてなしました。大
学生は別のテーブルに移動して、もうひとつのグループの高校生とも交流することができました。開会式で
美しい日本語で挨拶をした日本語学科３年生徐燕紅さんは次のように感想を述べています。

交流の中で何人から学費の総額、支払い方 何回分けて払うのか）と受験の方法を聞かれた。３年生の さ
んは何回も来たことがあると話でわかった。 さんは 学部と外国語学部のどちらにするか悩んでいる。
「自分の将来どういう仕事をしたいのか、何を使って仕事したいのかを考えて選ぶといいのでは」とアドバ
イスをした。多くの高校生が「友達と一緒いるのが好きで、友たちがこの行事に参加したから一緒にきた。
友達と一緒にあれこれを見て回っているうちに興味を持てることがあった。」と話していたことが印象的だ
った。

年度 足立区民のための英会話講座 第 クール始まる
足立区への英語教育支援を子どもたちだけにではなく一般区民へと広げた連携事業が、この講座で今年

度で 年目の実施となります。午前中に初心者向けの講座、午後には 東京五輪に向けて東京都の「お
もてなし語学ボランティア講習」受講済みの方々を対象とした「ブラッシュアップ講座」を行います。講

師は本学 のパトリツィア・ハヤシ教授、タイソン・ロード
准教授と 百瀬美帆准教授が
担当しています。毎回英米語学科教
職学生数名がボランティアとして参
加し教員の補助や参加者の皆さんと
とのペア活動、グループ活動に加わ
ります。 月 日第 回目には 年高橋勇気さんが初参加しました。

年６月２ 日（第３号）

教職課程センター・地域学校教育センター

特集：地域との連携事業

日本語学科ブースにて

2019年第3号（2019.6）

                             201９年５月２７日（第２号） 

METTS  NEWSLETTER 

特集 教育実習・教員採用試験に向けて

 

 

教員採用試験特別直前講習開講

では 年生向けに、筆記試験対策の特別直前講

習を開講します。 月 日の５限目にはガイダンスを開

き、講座の内容や集団面接等の面接対策の説明を行いま

した。講座は全 回にわたり「教育原理」「教育時事」

「教育法規」「千葉県独自問題」「東京都論策文」等を講

習します。また 月 日からの１週間で全８回の外部講

師招聘講座も実施します。教育実習中は試験勉強の時間

はとれないと思いますので、本講座を有効活用してくだ

さい。

教職課程センター・地域学校教育センター 

年度前期面接指導始まる！
月 日から か月にわたり、個人面接指導が始まりました。英米語、日本語、中国語学

科の教職履修のすべての学生を対象に、約 分間の面接を行います。ある学生は「大学に
入って、こうした形で面接指導を今まで受けたことがなく、自分の抱えている問題を先生方
に相談でき、目的を持った学生生活が送れます」と語っています。

アゴラ活用状況（人）

４ 月

年度

から延べ数

2019年 5月 1日に元号は「令和」となりました。令和の時代最初の教育実習、教員採用試験がもう目
前に迫っています。教育実習では、日本語学科 6 人、英米語学科 14 人の学生が、母校の高等学校や
中学校に向かいます。教員採用試験では、延べ 30人の学生が、北は北海道から南は沖縄県の採用試
験に挑戦します。METTS としては、独自講座の開講、外部招聘講座の開講、集団面接・個別面接の対

応のプログラムを計画しています。METTSはみなさんの応援団です。4年間の夢の実現に向けて、さら
なる努力を積み、有終の美を飾ってもらいたいと切に希望します。 

年度教員採用試験に向けいざ出陣！

北海道の 月 日を皮切りに、静岡県の 月 日、

新潟県の 月 日、千葉県、東京都、埼玉県、沖縄県

の 月 日、そして青森県の 月 日と、延べ

人の学生たちはそれぞれの故郷を中心に全国に散って

いきます。過去 年間のそれぞれの夢と希望を実現し

てください。まずは一次試験合格のために、「教職教養」

「専門教養」、千葉県等は「集団面接」対策の時間を十

分にとるようにしてください。教育実習期間内は実習

に専念し、終わり次第教員試験勉強にチャンネルを切

り替えるようにしてください。 職員はどんな時

でも、みなさんの応援団です。これからも何でもサポ

ートします。

年度教育実習始まる！

月 日の東京都 人、青森県 人を皮切りに本年

度の教育実習が始まります。千葉県、東京都、茨城県、

沖縄県等で 週間の教育実習が展開されます。教科教

育法及び教育実習Ⅰで学んだことを実際の教育現場で

実体験することになります。入念な教材研究、授業準

備を自信につなげてください。そして母校である中学

校や高等学校での実習のエピソードを大学に帰還した

ときに聞かせてください。ニュースレター 月号や 月

号では、みなさんの体験をまとめる予定です。失敗談、

成功談を聞くことを楽しみにしています。健闘を祈り

ます。

2019年第2号（2019.5）

９年７月 日（第４号）

特集 教員採用試験に向けて・日本語支援等 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教職課程センター・地域学校教育センター

アゴラ活用状況（人） 

６ 月   1460 

2018年度  

から延べ数 
17,693 

 

 2019 年度の教員採用試験が、7 月 14 日（日）に千葉県、東京都、埼玉県その他で実施されました。

本学からは現役、卒業生を含め、総勢３０人が挑戦いたしました。それに先立つ 7月 10日（水）には「激

励会」が開かれました。ＭＥＴＴＳで真剣に学修する 4 年生の緊張感が良い意味で 3 年生、2 年生、1 年

生にも伝わり、今年も素晴らしい雰囲気が伝承されています。採用試験を受験したすべての 4 年生と卒

業生の合格を、教職課程センター運営委員一同は心から祈念申し上げます。 
 
 

日本語支援に携わり 

大学院生 富田遼太郎 

「失敗は成功のもと」ということわざがあるよう

に、人間は失敗を通じて失敗した要因を考え、そこか

ら成功のヒントを得ると思います。日本語支援での授

業で「今日は上手くできたな」と思うことは 5回に 1

回くらいで、4回は上手くいかないことがあります。 

しかし、日本語支援に携わり、失敗をそのままにす

るのではなく、上手くできなかった要因を自ら内省す

ることが、自分が成長するために必要な要素だと感じ

ました。 

 

 

 

 

 ７月 10 日（水）に、本学教職課程センター主催の

「2019 年度教員採用試験激励会」が開かれました。

高野敬三・教職課程センター長から東京、千葉、沖縄、

茨城を受験する学生 16 人に対して、激励の言葉と一

人ひとりに当てたメッセージカードと亀戸天神のお

守りなどが贈呈されました。メッセージと必勝お守り

を手にした学生は、これまでの教職課程での学修を振

り返り、強く教員採用試験の合格を胸に刻みました。

今年度の受験生代表に選ばれた英米語学科 4 年の渡

辺幹太さんの力強い「合格」に向けての決意表明があ

り、教員となることの思いを新たにしました。 

飛鳥高校日本語指導外部人材活用事業 

7 月 8 日（月）、日本語学科の木山三佳教授の指

導を受けている富田遼太郎さん（大学院 1 年）と

南真里奈さん（3年）が都立飛鳥高校に行き、日本

語指導を必要とする外国人生徒に対し日本語支援

を行いました。富田さんは大学 2 年の夏休みから

飛鳥高校での日本語指導を始め、現在 4 年目に至

っています。当日参加していた上海出身の高校 2

年の在京外国人の男子生徒は、「富田先生には昨年

度教えていただき、長い文章を短く適切にまとめ

ることを学びました。日本語は響きが美しいです

が、助詞「は」「が」の使い方が難しい」と話して

くれました。飛鳥高校（全・定）では今年度は 17

回の訪問と夏季休業集中講座も実施する予定で

す。日本語学科の学生・院生による日本語支援は、

都立南葛飾高等学校でも年に 29 回実施予定です。

秋には木山教授による都立高校教諭対象の日本語

指導の教員研修会も実施されます。 

 

  

 

2019年第4号（2019.7）

3. 活動報告 （6）ニューズレター第 1〜 8号（表面）
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               千葉県二次対策と二次試験の感想 -英米語学科 4年佐藤みゆきさん- 
 
 
 
 
 
            
 

 7月 14日に千葉県、東京都、埼玉県、茨城県 
で教員採用一次試験が行われた結果、本学からは 
27人が一次試験を受験し 14人が二次試験に進み 
ました。関東地区以外では北海道、新潟県、静岡 
県、沖縄県の一次試験受験者もいましたが、これ 
らの県では採用人数も少ないため残念ながら二次 
に進むことはできませんでした。METTSでは千 
葉県、東京都、埼玉県の二次試験に向けての面接 
練習、千葉県対策としてティーム・ティーチング 
練習及び模擬授業練習を行い、受験生が万全の準 
備をして二次試験に臨めるよう支援してきました。 
この努力の成果は各県とも 10月中旬までに発表さ 
れる予定です。 
 なお、埼玉県（中高英語）では一次免除の受験生 1人が二次に挑みます。 

― 東京都二次（日本語による個人面接及び集団討論）を終えた受験生の感想 ― 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

校種ごとの一次試験通過人数 
 

一次 
受験者数 

一次合 
格者数 

 中高 
国語 

 

中高 
英語 

 

小学校 
全科 

 
合計 

 
合計 

千葉県 2 6 (4) 1(1) 10 (6) 9 (5) 
東京都 0 4 (3) 0 11 (4) 4 (3) 
埼玉県 0 0 0 1(1) 0(0) 
茨城県 0 1 0 1 1 
その他 0 0 0 4 0 
計 2 11(7) 1(1) 27(11) 14 (8) 

(  )は卒業者数で内数 

                           2019年９月 18日（第５号） 

METTS  NEWS  LETTER 

教職課程センター・地域学校教育センター 

特集  2020年度教員採用試験一次結果報告 

  
 

 

 METTS の先生方からご指導いただいたとおりに二次
試験が行われたので、自信をもって話すことができまし
た。事前指導を受けていなかったら、おそらく焦って支離
滅裂になっていたと思います。また集団討論においても、
他の受験生の発言を活用することができました。集団討論
では対策の個人差が明確にでるものだと実感しました。 
英語による面接（9月 8日実施）では、先ずは自分自身

の英語力が問われるので練習どおりにいかないかもしれ
ませんが、試験当日まで英語を聞き、教育関係の語彙を確
認して精一杯頑張ります。（2019年 3月英米語学科卒業生 
佐々木健さん） 

 
二次対策中の受験生と指導にあたる金子義隆准教授 

 

 二次対策としてティーム・ティーチングの練習をしたことは、単に試験対策と
してではなく、英語によるコミュニケーション力向上のために役立ちました。 
 二次試験では”Introducing my hometown” という課題がでました。練習ではこ
の話題そのものは扱ってはいませんでしたが、先ず自分で指導案を考え次に
ALT 役の先生と打ち合わせる。そして２人でモデルを示し、最後に生徒を活動
させるという流れは同じでしたので、その流れに沿って行うことができました。 
（左写真はMPPEC パトリツィア・ハヤシ教授と佐藤みゆきさん） 

（単位：人） 

2019年第5号（2019.9）

？

年 月 日（第 号）

教職課程センター・地域学校教育センター

特集： ２０年度教員採用試験最終結果報告

東京都
嶋田純也さん 実力が足りなかった自分を在学時代
から長きに渡りサポートいただき感謝してもしきれ
ません。 では、論文指導から面接、英語実技
と自学自習が難しい分野のご指導を賜り自信を持っ
て試験に臨むことができました！
佐々木健さん 在学中は高校の学習支援、小学校英語
授業補助のボランティア等に参加しました。そこで学
んだことは、卒業後の中学校支援員の仕事でも生き
日々の学校現場でのできごとを自分の知識としなが
ら試験に臨めました。
松金尚之さん 自分の武器として常に英語力を磨く
努力をしておりました。専門性を高め他の人にはない
能力を身につけることが合格に結びつくと考えたか
らです。教員を志す皆さんも是非自分だけの武器を見
つけ磨いてください。
池田義友さん 「考えるより行動」「何かないかと常
にアンテナを張る」この２つを大切にしていました。
課題を与えられるよりも先に自分で見つけ早めに行
動をしたことが、「合格」に繋がったと確信していま
す。

千葉県
高司智子さん 大学を卒業してからしばらくたって
いたにも係わらず、試験のためにお盆中にも 、模
擬授業、面接全てをほぼ毎日大学で先生方が教えてく
ださったからこそ、合格できたのだと思います。あり
がとうございました。
中村亮太さん グループ討議のご指導のみならず
模擬授業や個人面接でも の先生方に手厚くサ
ポートしていただきました。多くの先生方のご支援に
よって良い結果を出すことができました。
内山葉月さん 昨年の悔しさをばねにして、今年度は

の先生方だけなく勤務校の先生方にもご助言
や励ましの言葉をいただきました。そのおかげで合格
することができたと思います。４月からの勤務が楽し
みです。
富塚虎太さん 大学時代に英語教育に関わることに
は積極的に参加させていただきました。その経験によ
り今なんとか先輩方について行っているつもりです。
知識も大事ですが、何事も直向きに学び続ける姿勢が
大事なのだと今講師としての忙しさの中で改めて思
います。大学時代にもっと勉強をしたり、様々な場所
に足を運んだりしておけばよかったと後悔していま
す。大学生の皆さんは今のうちに様々なことにチャ
レンジしてみましょう。

千葉県・東京都 教員採用試験合格者からのメッセージ

「次は私たち！」― 年生介護体験を振り返って－

養護学校では生徒が作った作品を一般の方に販売するフリーマーケットのお手伝い
をしました。いろいろな子ども達との出会いから新たな気づきがありました。自分に
とっては当たり前に思えることでも彼ら彼女らにとっては普通ではない、そしてでき
ないかもしれないことでも自分の力でやってみようとしていることが分かりました。
また先生方はすぐには手伝わず遠くから様子を見るだけでまずは自分でやらせてみよ
うとしていて、その様子に感動しました。

福祉施設の体験はデイサービスセンターでの実習でした。利用者の方々とかるたやトランプをしたり、壁面の飾
りづくりやお風呂から上がった方の髪を乾かしたりしました。施設の方やお年寄りの方とコミュニケーションをた
くさん図ることができて、毎日とても楽しく過ごすことができました。この 日間の実習を通してとても素敵で貴
重な体験ができました。このような体験のできる環境に自分がいることにありがたみを改めて感じました。
（日本語学科 年 柏 恵梨さん）

東京都・千葉県合格者一覧
中高英語 中高数学 小学校全

科
計

現役 既卒 既卒 既卒
東京都 人 人 人 人 人
千葉県 人 人 人 人

合計 人
※千葉県に合格した佐藤みゆきさんのメッセージは先月掲
載しました。
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特集 教員採用試験結果速報！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教職課程センター・地域学校教育センター

後輩たちへのメッセージ 
2013年度卒業生 庭山恵太 

私は英語教師、学童保育、学習支援など様々な経験
をしてきました。インドネシアの高校で日本語のＡＬ
Ｔをしたときの話です。高校 3年生は卒業に関わる実
技試験があります。試験で日本語の劇を行います。私
はこの大切な試験の評価を急遽お願いされ、緊張して
教室へ向かいました。ところが、私は終始笑いっぱな
しで評価をすることになるのです。劇の内容は、旅行
に行って友達を置いて帰ってしまう話、アイドルのオ
ーディションで娘ではなく一緒にいるお父さんがア
イドルを志望する話などオチまでついています。それ
を生徒たちは日本語で流暢に衣装まで作って演じて
います。生徒の劇を見て楽しく学ぶということの素晴
らしさを実感しました。学生の皆さんも行き詰まった
ら、どうやったら生徒が楽しめるか、自分が楽しめる
か考えてみてはどうですか。 

 

 2019 年度実施の教員採用試験最終選考結果が、10 月 8 日（火）の茨城を皮切りに発表されま

した。10 月 15 日（火）には千葉県の発表があり、合格は 5 人（現役 1 人、既卒 4 人）でした。

10 月 18 日（金）には東京都の発表があり、合格は 4 人（現役 1 人、既卒 3 人）でした。日頃の

努力の結果、最終合格切符を手にされた 9人の皆さんおめでとうございます。今回は不合格とな

った皆さんは、今日から気持ちをリセットし合格に向け勉強をスタートしましょう。 

 

アゴラ活用状況（人） 

９ 月    941 

2018年度  

から延べ数 
20,910 

 

感謝 
佐藤みゆき 
 

私が教員採用試験を通し
て２つのことを学びまし
た。１つ目は、自分に合っ
た勉強法を見つけることの
大切さです。勉強の効率が
上がり、無駄な時間がなく
なると思います。２つ目は、
切磋琢磨し合える仲間の大
切さです。一緒に勉強を頑
張る仲間がいるからこそ、
辛い期間も乗り越えられた
と思います。また、お忙し
い中、常にサポートしてく
ださった先生方への感謝の
気持ちを忘れずに 4 月から
頑張りたいです。 

 

 10月 15日（火）に千葉県教員採用試験の最終合
格の発表がありました。今年度は 5人の合格者を出
すことができました。佐藤みゆきさん（英米語 4年）、
内山葉月さん（英米語既卒）、中村亮太さん（英米
語既卒）、富塚虎太さん（英米語既卒）、高司智子さ
ん（英米語既卒）が合格しました。また 10月 18日
（金）には東京都の発表がありました。今年度は 4
人の合格者を出すことができました。池田義友さん
（英米語 4年）、佐々木健さん（英米語既卒）。嶋田
純也さん（英米語既卒）、松金尚之さん（英米語既
卒）の合格をＭＥＴＴＳ職員一同お祝い申し上げま
す。 
また次年度の試験に向け、10月 17日（木）には

千葉県教員採用試験説明会を実施し、３年生をはじ
め多数の皆さんが参加いたしました。来年の採用試
験の最終合格に向け、早めのスタートを切ってもら
うためにＭＥＴＴＳでは 5回の模擬試験を準備して
います。  （合格者数は 10月 18日現在の数です。） 
 

楽しく学ぶ！突破する力！本質を突く！ 
2019 年 10 月 11 日（金）5 時間目に、2201 講義

室を会場にＭＥＴＴＳ主催のミニ講演会を実施し
ました。 

講師は庭山恵太氏です。庭山氏は本学大学院を
卒業し、国際交流基金のプログラム「日本語パー
トナーズ」でインドネシアの高校において日本語
のＡＬＴをしました。また 420 時間日本語養成講
座に通い、来月 11月からインドネシアでＥＰＡ介
護士・看護師（※）の訪日前研修の日本語講師を
します。内容は日本語パートナーズの活動や、イ
ンドネシアでの国際協力の経験としてのスマトラ
島の小学校へ浄水器を届ける活動、11 月から派遣
されるＥＰＡ介護士・看護師の日本語教育のお
話、教育福祉の重要性や子どもの貧困の問題など
について触れつつ、浦安市学習支援「ドラフトゼ
ミ」での活動などをお話してくださいました。 

庭山さんの卒業後の貴重な経験は、本学の外国
語学部の学生に対して一つの素晴らしいモデル
示してくださるものでした。参加した学生から
は、「無目的に生活している自分に喝を入れてい
ただいたようです」との感想を聞かせてくれまし
た。 
（※）ＥＰＡ介護士・看護師：経済連携協定に基づき日本が受け

入れを行う介護士・看護師 

 

この度の台風により被災された皆様に対しお見舞い申し上げます。 
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特集 2020年度教員採用試験に向けて！ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

教職課程センター・地域学校教育センター 

アゴラ活用状況（人） 

11 月  1,520 

2018年度  

から延べ数 
24,340 

 

決意 

 今回の説明会に参加して

より一層来年の受験に対す

る気が引き締まった。試験

までの残り 8 か月という月

日がどれだけ短い期間なの

かを意識させられた。短い

期間内にやるべきことが明

確になった。明海大学の歴

史に残るほどの合格者が出

るよう仲間と協力して勉学

に励みたい。（日本語学科 3 年

高橋優人） 

教員採用試験学習対策説明会 
 11 月 27 日昼休み、METTS を会場に来年教員採
用試験を受験する 3 年生向けの「教員採用試験学習
対策説明会」が開かれました。参加した 25人の学生
に向けて大池教職課程センター副センター長から具
体的な説明があり、また高野副学長からも補足説明
がありました。採用試験までの具体的スケジュール
について、どの時期に何を勉強したらいいかについ
て、東京都と千葉県の試験内容の特色と対策などが
わかりやすいパワーポイントを使っての説明でし
た。当日参加した学生は「東京都と千葉県の試験内
容の比較があったり細かい勉強法も教えていただ
き、具体的イメージがつかめ、やらなければならな
いことを実感させられました。と同時にどの県を受
験したらいいか今までなかった悩みも生まれまし
た」と話してくれました。 

 

東京都教員採用試験説明会開催 
 2019年 11月 14日、東京都教育庁人事部選考課課長
代理（課務担当）馬見塚拓也氏を招き、東京都教員試
験説明会を実施、英米語学科及び日本語学科の教職課
程履修学生約 30人が参加しました。10月に開催した千
葉県の教員採用試験説明会にも参加しているため、そ
れぞれの都県の魅力を比較することができました。来
年の採用試験まで残り 8か月であることを痛感させら
れた学生たちは、今まで以上に教職教養の学習や英語
や国語の模擬授業にも力が入るようになったと感じて
います。参加した学生からは、たくさんの質問が出さ
れました。教員を希望するすべての学生の夢をかなえ
るためにこれからもＭＥＴＴＳは全力で支援してまい
ります。 

2020 年度の教員採用試験に向けて、教職課程センターは始動いたしました。11
月 14 日の東京都教員採用試験説明会、11 月 21 日の最初の採用試験模擬試験、11
月 27日の教員採用試験学習対策説明会を開きました。12月 21日には合格体験発表
会が予定されています。全ての教職課程履修学生とセンター職員が一丸となって
「チーム METTS」として、学生の夢の実現に向けてこれからも様々なアクションを
起こしていきます。 

 

 

 

2020明海大学「大学と地域連携の未来」 シンポジウム（予告） 
 

日時        2020年 2月 11日（火）12：00から 16：30 
基調講演 講師 村上徹也氏（独立行政法人 国立青少年教育振興機構 

青少年教育研究センター長） 
演 題 「サービスラーニングによる大学と地域の連携の意義」 

教員採用模擬試験の実施について 

いよいよ教員採用試験の受験が 8ゕ月後に迫りました。

METTSでは 11月 21日に第 1回模擬試験を実施しました。今

後 3月と 5月は全員受験、2月と 4月は希望受験となります。

現在の自分の実力を把握し、弱点を補強して、万全の状態

で教員採用試験に臨んでもらいたいと強く希望いたしま

す。 

2019年第8号（2019.12）
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日本語指導支援（都立飛鳥高校）
<全日制課程>
応用言語学研究科博士後期課程 1 年　林　苗
応用言語学研究科博士前期課程 1 年　富田　遼太郎
応用言語学研究科博士前期課程 1 年　荷見　美有
日本語学科 4 年　枝常　姫香
日本語学科 3 年　田中　瞳
日本語学科 3 年　沈 伽迪
日本語学科 3 年　南　真里奈

<定時制課程>
応用言語学研究科博士前期課程 1 年　大原　慎之介
応用言語学研究科博士前期課程 1 年　富田　遼太郎
応用言語学研究科博士前期課程 1 年　荷見　美有
応用言語学研究科博士前期課程 1 年　升谷　理紅
日本語学科 3 年　風間　みなみ
日本語学科 3 年　齋藤　菜々花

日本語指導支援（都立南葛飾高校）
応用言語学研究科博士後期課程 3 年　範　弘宇
応用言語学研究科博士後期課程 1 年　林　苗
応用言語学研究科博士前期課程 2 年　楊　熙東
応用言語学研究科博士前期課程 1 年　富田　遼太郎
応用言語学研究科博士前期課程 1 年　荷見　美有
応用言語学研究科博士前期課程 1 年　升谷　理紅
日本語学科 4 年　枝常　姫香
日本語学科 4 年　ホアン・ティ・フォン
日本語学科 4 年　李　盈
日本語学科 3 年　風間　みなみ
日本語学科 3 年　齋藤　菜々花

訪問交流会（都立田柄高校）
応用言語学研究科博士前期課程 2 年　 

シンスントーンポン・ポンサコーン
日本語学科 2 年　金坂　花音
日本語学科 2 年　リ・カユ
英米語学科 1 年　トウ・イリン
英米語学科 1 年　R.P.P. マドゥランガ・クマーラ
英米語学科 1 年　リュウ・ハクブン
経済学部 1 年　エルガシェフ・ラブシャン

不動産学科 4 年　サイ・ダイグン

「大学生と話そう会」（在京外国人生徒対象）
日本語学科 3 年　ジョ・エンコウ
日本語学科 1 年　ウー・イウェイ
経済学科 1 年　オウ・ケキ
経済学科 1 年　キョウ・カンウ
経済学科 1 年　コウ・カキン
経済学科 1 年　シ・カイホウ
経済学科 1 年　ソウ・ウキ
経済学科 1 年　チョウ・カゴウ
経済学科 1 年　リ・シュンキ
経済学科 1 年　リュウ・タクナン
HT 学科 1 年　ズオン・ティ・フォン・リン
HT 学科 1 年　スオン・ティ・ミン・チャウ
HT 学科 1 年　ビュ・レ・フン・タオ

「大学生と話そう会」（日本人生徒対象）
日本語学科 1 年　柿原　萌伽
英米語学科 3 年　時田　亘
英米語学科 2 年　高橋　勇気
英米語学科 2 年　矢吹　駿介
経済学科 3 年　　鈴木　絢子
経済学科 2 年　　田中　孝汰
保健医療学科 1 年　白木　夕綺乃
保健医療学科 1 年　杉本　かなえ

「校内寺子屋」支援（都立葛西南高校）
英米語学科 4 年　池田　義友
英米語学科 4 年　渡辺　幹太
英米語学科 3 年　小出　駿平
英米語学科 3 年　鶴巻　紗希
英米語学科 3 年　山崎　紗緒里
英米語学科 2 年　伊藤　穂乃花
英米語学科 2 年　江川　有紗
英米語学科 2 年　奥野　日菜
英米語学科 2 年　鵜沢　美里
英米語学科 2 年　嶋田　宗晋
英米語学科 2 年　高橋　勇気
英米語学科 2 年　藤原　智輝
英米語学科 2 年　矢吹　駿介

４. 2019年度METTS連携事業参加学生一覧
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明海大学あけみ英語村 2019（留学生）
応用言語学研究科博士前期課程 2 年　

シンスントーンポン・ポンサコーン
日本語学科 1 年　ウー・イウェイ
日本語学科 1 年　グェン・ティ・ホン・ニュン
日本語学科 1 年　コ・エンエン
日本語学科 1 年　シュウ・ケイヘイ
日本語学科 1 年　デン・レイグン
英米語学科 4 年　パク・ヒョン ジュン
英米語学科 1 年　エンリケス・カール
英米語学科 1 年　R.P.P. マドゥランガ・クマーラ
経済学科 4 年　グエン・ハック・ジャン
経済学科 4 年　フウ・シャンリン
経済学科 3 年　カトリ・ウルミラ
経済学科 3 年　キン・ポー・ザー・ピュ
経済学科 3 年　シャヒニ・セルジオ
経済学科 3 年　リ・ブンセイ
経済学科 2 年　 ウダワッタゲー・ドーナ・ 

ディルハーラー・サンディーパニー
経済学科 2 年　グェン・チョン・ゴック
経済学科 2 年　ショウ・シトウ
経済学科 2 年　チョウ・バイバイ
経済学科 1 年　ウ・リケツ
経済学科 1 年　エルガシェフ・ラブシャン
経済学科 1 年　カク・ウショウ
経済学科 1 年　キン・シュウウ
経済学科 1 年　グェン・ティ・チャン
経済学科 1 年　サイ・リュウ
経済学科 1 年　 

サムダンシャラブ・ビルグーンザヤー
経済学科 1 年　シ・カイホウ
経済学科 1 年　チョウ・ショウネン
経済学科 1 年　チョウ・チョク
経済学科 1 年　テイ・シュンゲン
経済学科 1 年　テイ・ヒロヨ
経済学科 1 年　ドー・ティ・ニュン
経済学科 1 年　リ・シュンキ
経済学科 1 年　ナリン・ウィランガ
不動産学科 4 年　サイ・ダイグン
不動産学科 4 年　ユー・ジェ
不動産学科 1 年　チョウ・レイメイ
HT 学科 4 年　ミール・メヘック
HT 学科 4 年　ライ・サビナ

HT 学科 3 年　アフザル・モーメナ
HT 学科 3 年　リュウ・タクエイ
HT 学科 2 年　セルパ・ソナム
HT 学科 1 年　アルタンツェツェグ・ウランヒシグ
HT 学科 1 年　ズォン・ティ・フォン・リン
HT 学科 1 年　ズオン・ティ・ミン チャウ
HT 学科 1 年　ビュ・レ・フン・タオ
HT 学科 1 年　ササキ・アヤ
HT 学科 1 年　バンダリ・マノズ
HT 学科 1 年　プン・ビノダ
HT 学科 1 年　A. M. タラニ・クマリ・アタパット

明海大学あけみ英語村 2019（教職履修生）
英米語学科 4 年　秋森　紋華
英米語学科 4 年　有賀　瀬菜
英米語学科 4 年　太田　理沙
英米語学科 4 年　狩谷　亜美
英米語学科 4 年　小林　崇晃
英米語学科 4 年　佐藤　光
英米語学科 4 年　佐藤　みゆき
英米語学科 4 年　山下　茉穂
英米語学科 4 年　渡辺　幹太
英米語学科 4 年　綿貫　克哉
英米語学科 3 年　岩崎　力丸
英米語学科 3 年　金子　駿太
英米語学科 3 年　神谷　美麗
英米語学科 3 年　小出　駿平
英米語学科 3 年　佐藤　純眞
英米語学科 3 年　信太　明日華
英米語学科 3 年　白井　萌
英米語学科 3 年　鶴巻　紗希
英米語学科 3 年　時田　亘
英米語学科 3 年　内藤　卓
英米語学科 3 年　中村　陸
英米語学科 3 年　中村　亮介
英米語学科 3 年　錦織　由佳
英米語学科 3 年　平原　豪
英米語学科 3 年　本間　大地
英米語学科 3 年　宮本　隆一
英米語学科 3 年　山崎　紗緒里
英米語学科 3 年　山崎　隼弥
英米語学科 2 年　鵜沢　美里
英米語学科 2 年　江川　有紗

43



英米語学科 2 年　奥野　日菜
英米語学科 2 年　佐久間　健祐
英米語学科 2 年　嶋田　宗晋
英米語学科 2 年　鈴木　詩乃
英米語学科 2 年　高橋　勇気
英米語学科 2 年　庭山　航瑠
英米語学科 2 年　藤原　智輝
英米語学科 2 年　矢吹　駿介
英米語学科 1 年　池上　温哉
英米語学科 1 年　猪熊　允人
英米語学科 1 年　及川　龍之介
英米語学科 1 年　加藤　天真
英米語学科 1 年　金子　颯汰
英米語学科 1 年　君塚　翔伍
英米語学科 1 年　小林　悠太
英米語学科 1 年　佐藤　向日葵
英米語学科 1 年　佐保　翼
英米語学科 1 年　鈴木　歩
英米語学科 1 年　関野　玲佳
英米語学科 1 年　高橋　凜
英米語学科 1 年　南城　壱砂
英米語学科 1 年　橋本　ありさ
英米語学科 1 年　山畑　りこ
英米語学科 1 年　横田　裕哉
英米語学科 1 年　米元　拓光
英米語学科 1 年　渡部　尚晴

足立区中学校異文化交流事業（第十中学校）
応用言語学研究科博士前期課程 2 年　

シンスントーンポン・ポンサコーン
日本語学科 1 年　ウー・イーウェイ
英米語学科 4 年　グエン・ティ・トゥイ 
英米語学科 1 年　エンリケス・カール
HT 学科 3 年　 

エー・エー・ハルシャ・チャーナカ・エー 
HT 学科 1 年　ズォン・ティ・フォン・リン
HT 学科 1 年　ズオン・テイ・ミン・チャウ 
HT 学科 1 年　ビュレ・フン・タオ

足立区中学校異文化交流事業（栗島中学校）
日本語学科 1 年　ウー・イーウェイ
日本語学科 1 年　トウ・オウレイ
英米語学科 1 年　バトエレデネ・バトチュルン

英米語学科 1 年　ヨウ・シン
経済学科 3 年　ド・タイン・ブ
HT 学科 1 年　ズォン・ティ・フォン・リン
HT 学科 1 年　ズオン・テイ・ミン・チャウ 

足立区中学校異文化交流事業（竹の塚中学校）
応用言語学研究科博士前期課程 2 年　

シンスントーンポン・ポンサコーン
英米語学科 1 年　バトエレデネ・バトチュルン
HT 学科 3 年　アフザル・モーメナ
HT 学科 1 年　ズオン・テイ・ミン・チャウ 
HT 学科 1 年　ビュレ・フン・タオ

足立区中学校異文化交流事業（扇中学校）
応用言語学研究科博士前期課程 2 年　

シンスントーンポン・ポンサコーン
英米語学科 1 年　バトエレデネ・バトチュルン
HT 学科 2 年　シャシカ　ペイリス
HT 学科 1 年　ズォン・ティ・フォン・リン
HT 学科 1 年　ズオン・テイ・ミン・チャウ 
HT 学科 1 年　ビュレ・フン・タオ

足立区中学校異文化交流事業（新田中学校）
応用言語学研究科博士前期課程 2 年　

シンスントーンポン・ポンサコーン
日本語学科 1 年　ウー・イーウェイ
英米語学科 4 年　池田　義友
英米語学科 2 年　プラギート・クマーラ
HT 学科 2 年　シャシカ　ペイリス
HT 学科 1 年　ズォン・ティ・フォン・リン
HT 学科 1 年　ズオン・テイ・ミン・チャウ 
HT 学科 1 年　ビュレ・フン・タオ

足立区中学校異文化交流事業（江北桜中学校）
応用言語学研究科博士前期課程 2 年　

シンスントーンポン・ポンサコーン
英米語学科 4 年　パク・ヒョンジュン
英米語学科 1 年　エンリケス・カール
経済学科 4 年　フウ・シャンリン
経済学科 1 年　リ・シュンキ

足立区民対象生涯学習講座（英語）
英米語学科 3 年　金子　駿太
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英米語学科 3 年　白井　萌
英米語学科 3 年　鶴巻　紗希
英米語学科 3 年　時田　亘
英米語学科 3 年　内藤　卓
英米語学科 3 年　中村　陸
英米語学科 3 年　中村　亮介
英米語学科 3 年　本間　大地
英米語学科 2 年　高橋　勇気

足立区英語マスター講座修了者成果発表会
英米語学科 4 年　池田　義友
英米語学科 4 年　西尾　翔太
英米語学科 4 年　山下　茉穂
英米語学科 3 年　鶴巻　紗希
英米語学科 3 年　寺内　朋之
英米語学科 3 年　内藤　卓
英米語学科 3 年　中村　亮介
英米語学科 3 年　錦織　由佳
英米語学科 3 年　本間　大地
英米語学科 3 年　山崎　紗緒里
英米語学科 2 年　鵜沢　美里
英米語学科 2 年　江川　有紗
英米語学科 2 年　嶋田　宗普
英米語学科 2 年　高橋　勇気
英米語学科 2 年　田中　友基
英米語学科 2 年　庭山　航瑠
英米語学科 2 年　藤原　智輝
英米語学科 2 年　松井　建人
英米語学科 1 年　池上　温哉
英米語学科 1 年　エンリケス・カール
英米語学科 1 年　及川　龍之介
英米語学科 1 年　加藤　天真
英米語学科 1 年　金子　颯汰
英米語学科 1 年　君塚　翔伍
英米語学科 1 年　小林　悠太
英米語学科 1 年　佐藤　向日葵
英米語学科 1 年　佐保　翼
英米語学科 1 年　椎葉　晴斗
英米語学科 1 年　鈴木　歩
英米語学科 1 年　関野　玲佳
英米語学科 1 年　高橋　凜
英米語学科 1 年　南城　壱砂
英米語学科 1 年　米元　拓光

英米語学科 1 年　渡部　尚晴
英米語学科 1 年　横田　裕哉
英米語学科 1 年　和田　妃亜蘭
日本語学科 3 年　石田　まりも
日本語学科 3 年　太田　芽衣
日本語学科 3 年　柏　恵梨
日本語学科 3 年　齋藤　菜々花
日本語学科 3 年　崎山　里菜
日本語学科 3 年　松野　圭吾

浦安市小学校英語支援
英米語学科 4 年　池田　義友
英米語学科 4 年　鈴木　海優
英米語学科 4 年　渡辺　幹太
英米語学科 3 年　神谷　美麗
英米語学科 3 年　金子　駿太
英米語学科 3 年　宮本　隆一
英米語学科 3 年　白井　萌
英米語学科 3 年　内藤　卓
英米語学科 3 年　寺内　朋之
英米語学科 2 年　高橋　勇気
英米語学科 1 年　及川　龍之介
英米語学科 1 年　君塚　翔伍
英米語学科 1 年　鈴木　歩
英米語学科 1 年　高橋　凛
英米語学科 1 年　橋本　ありさ

浦安市青少年自立支援未来塾
英米語学科 3 年　鶴巻　紗希
英米語学科 3 年　山崎　紗緒里
英米語学科 1 年　君塚　翔伍
経済学科 2 年　　中里　圭
経済学科 2 年　　藤井　侑輝
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