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定時制の様子

●生活場面で必要とされる言語能力をBICS（Basic Interpersonal Commu-
nicative Skills, 伝達言語能力）と呼び、学力を伸ばすために必要な認知処
理を支える言語能力をCALP（Cognitive Academic Language Proficiency, 学
力言語能力）と呼ぶ。一般に、BICSを身につけていても、CALPが身につい
ていないと第二言語での学習は困難になるとされる。　

（参考：『新・はじめての日本語教育基本用語事典』）

●最新の文部科学省の調査結果でも、日本語指導が必要な児童生徒は増
加し続けている。
（参考：「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査

（平成30年度）」の結果について）

Ⅰ．はじめに

●定期的な日本語支援によって、各生徒が日本語での学習方法や学習態
度を形成する。

Ⅱ．目的

　長期的な指導を通し、JSL生徒の学習状況、話すことは得意だが読むことは苦手など、日本語力の問題点について多くのことがわかった。今後は今回
の日本語支援で培った日本語力をもとに、日本語で考える力など、一段レベルの高い指導が必要になっていくだろう。その一助として、これからも日
本語支援を継続して行っていきたい。

Ⅳ．おわりに

Ⅴ．指導の様子と結果

（1）都立飛鳥高校全日制課程
①前学期（夏季休暇含）10回、後学期11回、各2時間、合計42時間
②指導対象生徒数7名程度、指導支援参加大学生数7名
③総合教科書を用いた文法、語彙、読解

（2）都立飛鳥高校定時制課程
①前学期4回、後学期6回、各2時間、合計20時間
②指導対象生徒数22名程度、指導支援参加大学生数7名
③総合教科書を用いた文法、語彙、読解

Ⅲ．指導概要

●『にほんご会話トレーニング』（アスク出版）
●『にほんごで働く！ ビジネス日本語30時間』（スリーエーネットワーク）
●『カタカナ語スピードマスター』（Jリサーチ出版）
●『生活カタカナ』（文化庁）

Ⅳ．使用 教科書と教材

1．授業風景と飛鳥高校の先生方の声

　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。

定時制副校長　小窪　昇先生

　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。 定時制主任教諭　島村　学先生

全日制の様子

　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。
 全日制副校長　池田　厚先生

2．指導者として参加した学生の声

大学院応用言語学研究科博士前期課程1年　大原慎之介
　各2時間という限られた時間のなかで、細かな学習事項や使用頻度の高い表現を確認することができました。一方で、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ました。

大学院応用言語学研究科博士前期課程1年　升谷理紅
　外部の大人である私たちに対して好意的に接してくれた生徒が多く、良い雰囲気で日本語の支援を行えました。支援回数がそう多くないなかでも、疑問
に思ったことは積極的に質問をし、理解を深めよう、知識を得ようという姿が印象的でした。

外国語学部日本語学科3年　風間みなみ
　一緒に考えてみたりわかったときは一緒に喜んだり、わからなくても諦めないで興味を持ち続けてもらえるように心がけたりして授業を進めました。理
解するのが難しそうなときも多々ありましたが、わかると嬉しそうにしていてとても教えがいのある生徒たちでした。

外国語学部日本語学科3年　齋藤菜々花
　私は、飛鳥高校での日本語支援を通して、生徒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感動しました。難しい文法や漢字を一所懸命
にノートに書き込む姿を見て、私ももっとわかやすく教えたいと思いました。教えることの楽しさを見つけることができた支援でした。

概    要
大原慎之介・升谷理紅（大学院応用言語学研究科博士前期課程1年）

　大学院応用言語学研究科、外国語学部日本語学科の学生が、都立飛鳥高校でJSL生徒（Japanese as a Second Language，第二言語としての日本語）の日本語指導支援を行った。数回の指導を通して、生
徒の日常会話力や語彙力などを補う必要があると分かった。また、日本語力以前の問題として、学習習慣や学習態度の指導も必要だと感じられた。そこで、より身近な日本語を題材に指導を行い、生徒
の基礎的な日本語力・学習力の向上を図った。

日本語指導支援（都立飛鳥高校）
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● JSL生徒にとっては、日本の学校の学習用語としての日本語は初めて学ぶものであり、学習は言うに及ばず、学校
生活そのものも困難を伴うものである。このように、日本語で日常会話が十分にできない児童生徒および日常会
話ができても、学年相当の学習言語能力が不足し、学習活動への参加に支障が生じており、日本語指導が必要な
生徒は、増え続けている。

● JSL生徒等を受け入れるための校内体制を整備すること、および学校外との協働体制の構築も重要である。JSL生
徒等への効果的な指導にあたっては、地域連携の大学や公的な機関などからの言語、文化などにおいて経験や知
識が豊富な日本語指導支援人材・団体を活用することも求められている。

Ⅰ．はじめに Ⅳ．使用教科書

1．JSL生徒の学習意欲・モチベーションを高めるため、どのような工夫が必要なのか。
2．授業を通して、指導について支援側はどのような気付きが生まれたのか。
3．支援側が気付いたところに関しては、どのように改善していくのか。

Ⅱ．目的

●前期授業：『新完全マスター』
（語彙、文法、読解）

N3クラス

●後期授業：
『スピードマスター』（語彙、文法）
『まるごとマスター』（文法・読解）

N4クラス

◆ 2019南葛飾高校夏季講習
JTEST対策問題集
（明海大学高校支援委員会が作成）      

夏季講習

Ⅴ．指導の工夫と気付き

（N3クラス
で使用）

（N4クラス
で使用）

（夏季講習で使用した副教材）
（教師用副教材） （生徒用副教材）

1．語彙指導（林）

授業の流れ
1.導入→2.実践練習→3.意味・接続の確認→4.活動→5.フィードバック

・生徒は自他動詞の区別はできなかった。
⇒自他動詞をペアで絵を見せながら、口頭練習で自他動詞を用いさせ、例文を
作らせた。

・生徒自らの発話が少なかった。
⇒ペアワークやゲームを取り入れて、生徒がイメージしやすいようなイラストを
使用した。

これまでの授業を通しての工夫

3．指導者として参加した学生の感想

・生徒に適した教案・教材を作成することで生徒の学習
意欲を高めることができると感じた。

・生徒自らの発話を求めた。その意味確認の際「分かった！」
のようなフィードバックが、積極的に授業に参加しようと
いう意欲・情意面への働きかけることに繋がった。

気付き

2．文法指導（風間）

授業の流れ
1.実戦問題→2.答え合わせ→3.文法・語彙の確認→4.確認問題→5.フィードバック

・問題を解くことが中心だった。
⇒答えや文法の確認の際には例文を沢山提示するようにしていた。特に対象
が高校生であることを以前より意識し、学校で実際に起こりそうなことや
担当クラスの生徒が興味を持ってくれそうなもの入れることに重点を置い
て教材を作成した。

これまでの授業を通しての工夫

・今年度は授業を進めていく中で生徒の理解確認を丁寧に行うように意識した。
生徒が「わかった」といった際に「どういう意味か教えて？」と積極的に聞く
ことで答えられた時は生徒自身の自信になるし、答えられなくても自分の能
力や知識の把握に繋がるので効果があったように感じた。

気付き

　都立南葛飾高校では、JSL生徒に「JLPT日本語能力試験」および「J.TEST検定試験 」の受験を推奨している。そのため、
本講座では試験対策の授業を主に行った。

 都立南葛飾高校（全日制課程）のJSL生徒10名

 N3とN4（2クラス）

 少人数グループに対する日本語指導

Ⅲ．指導概要

対象者
レベル
指導形態

　最初に問題を解くことにより、生徒自身で「知らない部分」を認識
することができ、自己分析に繋がるのではないかと感じた。更に、生
徒が積極的に発言をしてくれていたため、深い学びを行うことにも繋
がったのではないかと感じている。また、夏期講習では、学習者の新
たな問題点「書く面での産出能力」に気付くことができた。今後は、
産出能力の強化をしていくと同時に、深い学びが生徒の中で繋がって
いけるような授業を考えていきたい。

荷見美有（応用言語学研究科博士前期課程1年）

　学習意欲向上のために、学習者が楽しいと
感じられるような活動を積極的に取り入れた
が、なかなか課題に取り組んでもらえないとき
もあった。しかし、学校生活などでわからな
かった日本語または文化に関する質問は積極
的にしてくれた。学習者のニーズを調査し、授
業内容に取り入れられれば、学習意欲向上に
繋がるのではないかと考えた。

枝常姫香（日本語学科4年）
　南葛飾高校の日本語支援の際、生徒の学習態度がとて
も良く、熱心に授業を受けてくれることで私のやる気が向
上している。難しい漢字や文法を教える時に、教え方を少
し工夫するだけで分かりやすくなるということを学んだ。
また、誤用が見られた際にはこちらが教材の工夫をしなけ
ればならないという気付きにもなる。この支援を通して理
解しやすく、日本語を使えるようになってもらえるべく、
今後とも支援に勤しんで参りたいと考えている。

齋藤菜々花（日本語学科3年）

 今回の日本語指導支援を通して、指導者として参加した学生の意識面（気付き）、授業準備（工夫）に変化がみられ
た。 JSL生徒を主体とし、生徒の学習意欲・モチベーションを高めるため、授業を進行しつつ生徒に適した教案・教
材を作成することに取り組んでいる。学習者参加型で行う日本語指導を主軸とした支援は、教育をする側が生徒を
見る多様な視点を確保することが必要で、ニーズに応じてさらなる多様な形を授業に取り入れることが今後の課題
である。

Ⅳ．まとめ

参考
文献

・文部科学省「日本語指導が必要な児童生徒の受入状況等に関する調査（平成30年度）」の結果について
https://www.mext.go.jp/content/1421569_002.pdf （閲覧日　2019‐12‐20）

・日本語教育学会（2018）文部科学省委託 「外国人児童生徒等教育を担う教員の養成研修モデルプログラム開発事業‐報告書‐」
http://www.nkg.or.jp/pdf/2017momopro_hokoku.pdf（閲覧日　2019‐12‐20）

　日本語教育において、高校に在籍する日本語指導が必要な生徒（以下、JSL生徒とする）への継続的な日本語指導支援を行っている。都立南葛飾高校における日本語指導講座は、明海大学との教育連
携事業の一部である、外国語教育に関する分野の支援の一連の活動として、今年も開講された。本講座では、JSL生徒の学習意欲・モチベーションを高めるため、学習者参加型を行う日本語指導を主軸
とした。

概    要
林　苗＊・風間みなみ＊＊（大学院応用言語学研究科博士後期課程1年＊・外国語学部日本語学科3年＊＊）

日本語指導支援（都立南葛飾高校）



Meikai University
2020明海大学「大学と地域連携の未来」シンポジウム

Ⅰ．訪問交流会

都立田柄高校訪問
　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。

1年生女子生徒　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年生女子生徒　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。

参加生徒の感想

Ⅱ．明海大学「大学生と話そう会」第1回（在京外国人生徒対象）

　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、本学と連
携協定を結んでいる都立飛鳥高校、都立竹台高校、都立南葛飾高校であった。

実施の概要

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。
都立竹台高校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。
都立南葛飾高校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。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。

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生徒や一般生徒が明海大学を
訪問する会です。大学のオープンキャンパスに参加する形式となって2年目となります。昨年度は9月に行わ
れましたが、今年度は、オープンキャンパスの開催に合わせ、6月に在京生徒対象の訪問を、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した。
　学部学科説明では、外国部学部日本語学科のほか、ホスピタリティーツーリズム学部、経済学部等にも
生徒の興味・関心が高いことがわかり、有意義な経験となりました。
　今年度は、在京生徒と一般生徒合わせて、指定校推薦で経済学部5名、外国語学部1名のほか、AO入試
で経済学部に2名、ホスピタリティーツーリズム学部に1名の合計9名の合格者が出るなど、着実に入学希望
者が増加する傾向にあります。様々にお世話いただいた関係各位に心から感謝申し上げます。

都立南葛飾高校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。本校の在京外国人生徒の進路指導の一環として、大変有意義な行事となっています。

参加生徒の感想

Ⅲ．明海大学「大学生と話そう会」第2回（日本人生徒対象）

　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、本学と連携協定を
結んでいる都立飛鳥高校、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。

実施の概要

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。

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。

参加生徒の感想

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。

都立葛西南高校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。

　本学と高等学校6校（都立飛鳥高校、都立竹台高校、都立南葛飾高校、都立田柄高校、都立葛西南高校、千葉県立浦安高校）との連携協定に基づき、高校生と本学学生・留学生とが交流することを通じて、
高校生の国際理解を深化させたり、本学における勉強や生活について高校生の理解促進に寄与したりできる事業を継続的に実施している。

概    要
坂本純一（教職課程センター・地域学校教育センター教授）

訪問交流会・明海大学「大学生と話そう会」
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Ⅰ．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。

Ⅱ．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-」（2019/10/17）

実施校：都立飛鳥高校　担当：木山三佳　　参加者：30名
　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」（2019/10/17）
実施校：都立田柄高校　担当：田川麻央　参加者：21名

　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。

Ⅲ．ご感想

都立飛鳥高校　全日制副校長　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。
都立飛鳥高校　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。
都立飛鳥高校　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。

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。
都立田柄高校　国語科　髙橋伸明先生（2学年学級担任）
　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。

足立区立花保小学校　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の話を聞
き、感じました。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。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。

Ⅳ．今後の課題（結論）

　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。

3「足立区教員向け日本語研修」（2019/12/19）　　　　
実施場所：足立区役所　担当：木山三佳　参加者：11名　

　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、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。

　日本の学校に在籍する外国人等児童生徒の指導にあたる先生方が専門的な知識を身につけられるよう、日本語が十分ではない児童生徒の学習支援、日本語指導についての研究成果や教育方法につ
いての教員研修会をおこなっている。

概    要
木山三佳＊・田川麻央＊＊（外国語学部教授＊・外国語学部講師＊＊）

教員研修
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Ⅰ．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。

Ⅳ．講師としての気付きと感想

Ⅱ．実施の概要

（1）  実施期間・実施回数
 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階小人数教室
（3）  対象生徒　　都立葛西南高校1年生20名

Ⅲ．実施の様子

　本事業では英語の基礎学力を定着させたい高校1年生を放課後に集め、上記の時間帯で補習授業を行った。使用教材は中学校での既習事項の学び直しができるものを選定すると
ともに、講師を務めた学生が独自に作成した教材・教具を使用した。学生が複数で担当するティーム・ティーチングの形を基本とした。授業の進度は生徒の理解の状況を把握しな
がら調整した。理解していることが生徒によって異なるため、一斉指導と机間指導をバランスを考えながら行った。英語に苦手意識をもちながらも、寺子屋での授業を機会に学び
直しに意欲を示す生徒など、さまざまな生徒と向き合いながら、より良い方法は何か考え続けた。生徒にとっては基礎学力の向上につながり、講師を務めた学生（いずれも教員志望）
にとっては、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もなった。

Ⅴ．都立葛西南高校の感想 

（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習者

　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

　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

　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、生徒
と先生という
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ことができまし
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る事
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
を見つけることがで
きました。よかった

点としては少人数制な為生徒からわからな
いところを言ってくれた為じっくり解説出
来た事です。改善点は文法の基礎を取り扱
う為、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

　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

　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

　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下さり、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、基本からから復習していったら、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

　都立葛西南高校で実施している放課後の基礎学力定着のための講習「校内寺子屋」に対し、本学は2016年から英米語学科の学生を講師として派遣している。今年度で4年目となる事業である。今年
度は13名の学生を派遣した。受講生徒の基礎学力の向上につながるとともに、講師を経験した学生は将来教師を志す思いを強くすることにつながった。

概    要
坂本純一（教職課程センター・地域学校教育センター教授）

「校内寺子屋」支援（都立葛西南高校）
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Ⅰ．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。

Ⅲ．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
校の教員を対象に外国語教育についての宿泊研修を実施した。

● 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。

Ⅱ．実施概要

（1）  アドバイザー研修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教授が務
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、「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⇒本時のめあて提示⇒色の歌「Rainbow」を歌う⇒英語
の色の言い方の確認⇒「Colors Touching Game」を実施⇒「A Beautiful Butterfly」
の読み聞かせ⇒学習したことを生かした「色集め」のアクティビティ

《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⇒本時の流れとめあての確認⇒「人物当てゲーム」
を実施⇒What～do you like ?の表現に慣れ親しむ⇒調査員になりきって調査
書を完成させるアクティビティ（学習した表現を活用しながら、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る）

《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⇒教師によるSmall Talk⇒

I want～.What do you want ? の表現に触れる⇒本時のめあてを提示⇒総合的
な学習で学んだ職業名（英語）を絵カードで確認⇒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⇒We can!2を使って登場人
物の将来の夢と理由を聞き取る⇒本校の教員の情報を英語で伝えるWho am 
I ? クイズを実施⇒Chantを流しながら児童同士が尋ねたり答えたりするアク
ティビティを実施

（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、梅島第一、長門、栗原北、西新井、舎人、花畑西、
梅島第二、東加平、足立入谷、千寿、東渕江、亀田、舎人第一、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

【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

・外国語の毎時間の授業計画を立てる際は、児童が必然的に外国語を使うような
最終活動を考え設定し、それに向けた毎時間のめあてを立てるようにした。わ
からない言葉や会話でも、身ぶりややりとりで何をしているかを見ることで、
その言葉がどんな意味なのかを推測させるように指導を続けている。はじめは
抵抗があり聞こうともしない児童もいたが、楽しさに引き込む工夫を考え、少
しずつ話すことの楽しさを活動の中で味わえる児童が増えた。 3年担任
・石鍋教授の話がわかりやすく、具体的に学ぶことができた。特に、教師の「曖
昧さ耐性」が大切ということ、児童には少し難しい課題を与えることで伸び
ることができるということ、小学校で単語テストなどやらなくてよい・・・
などが印象に残っている。 2年担任

・寺地小で取り組んでいる方向が間違っていないことを石鍋教授の話から自信
をもつことができた。まだまだ課題はあるが、今年度学んだことを生かして
授業を頑張っていく。 1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

　足立区教育委員会との連携協定に基づき、2018年度から足立区小学校英語支援を開始した。2年目となる2019年度の支援内容は、「外国語活動アドバイザー（以下「アドバイザー」と記す）研修」「校
内研究支援（足立区立寺地小学校）」「アドバイザー授業観察及び指導・助言」などである。

概    要
石鍋　浩（教職課程センター・地域学校教育センター教授）

足立区小学校英語支援



●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
●招待校：足立区立中島根小学校　6年生75名
●参加者：本学留学生24名、本学教職課程履修生55名、

足立区教育委員会、教職課程センター及び複言語複文化教育センター
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第1回 第2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
●招待校：足立区立花畑小学校　4年生62名
●参加者：本学留学生40名、本学教職課程履修生57名、

足立区教育委員会、教職課程センター及び複言語複文化教育センター

Ⅰ．プログラム

（1）小学生の到着・お出迎え

（2）開村式

（3）英語での自己紹介

（5）各国遊び

（6）閉村式

（4）ネイティブ教員による
　　 コミューケーション・アクティビティ

Ⅱ．招待校校長の感想

 Ⅲ．小学生アンケートより（一部抜粋）

　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

　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、
6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

引用
文献 金子義隆（2018）「英語好きを育むための教育的示唆」『明海大学教職課程センター研究紀要』創刊号. 2-14.

ようこそ、明海大学へ！

留学生と英語で自己紹介

ネイティブ教員によるコミュニケーション活動

留学生が自国のあそびを紹介
　体育館で6カ国（ギリシャ・パキスタン・ネパール・タイ・中国・
韓国）の伝統的な遊びを留学生が紹介し、小学生と一緒に遊
びを楽しんだ。それぞれの国の出身の留学生が出身国の伝統
的な遊びを小学生に紹介して一緒に遊んだ。留学生が主体的
に企画し小学生と積極的に関わることができた。

 事後アンケートを通して、両校の児童から次のような回答を得た。

Q2：楽しかった活動（複数回答可）

0 100

プレゼント

5ヵ国遊び

英語での自己紹介

コミューケーション・
アクティビティ

70.4%

86.7%

51.1%

37.0%

Q4：あてはまる気持ちを選んでください（複数回答可）

0.0 10.0 20.0 30.0 40.0 50.0 60.0 70.0 80.0

将来、英語を使う仕事をしたい。
外国人の友達がほしい。

外国に行ってみたい。
英語以外の外国語も学んでみたい。

英語をもっと勉強したい。
英語で交流することは楽しい。

外国の文化をもっと知りたい。

28.9%

43.0.%

42.2%

63.7%

48.1%

60.7%

67.4%

Q1：あけみ英語村は楽しかったですか。

とても楽しかった

楽しかった

まあ楽しかった

69％

9％

22％

Q3：英語は通じましたか。

通じた

ほとんど通じた

あまり通じなかった

38％

16％

46％

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％）の合計が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とがわかる。この事業の最大の目的は、児童に「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、この結果から
この目的を十分達成できたことがわかる。Q4では、当てはまる気持ち（意識）を選んでもらった。その結果、「英語で交流することは楽しい」が最も多く、67.4%の児童が選択した。
その後に、「外国に行ってみたい」（63.7%）が続いた。外国に関心を抱く児童が多くいたことが分かる。また、「英語をもっと勉強したい」を選択した児童は60.7%いた。この事
業を通して、英語学習への動機づけが高まったことが言える。2020年度から小学校英語教育が3年生から始まる。英語教育がますます早期化する中で、重要なことは児童の英語
学習への動機づけだと言える。英語は「楽しい」「おもしろい」「役に立つ」「必要だ」という意識を持つことがまず何よりも大切である。そういう意識を持っている児童は英語
学習に自ら進んで取り組むことは過去の研究（金子、2018年）からも明らかである。

成果検証

概    要
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）

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─

　世界のさまざまな国・地域から来て勉強し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。
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文献 金子義隆（2018）「英語好きを育むための教育的示唆」『明海大学教職課程センター研究紀要』創刊号. 2-14.

Ⅰ．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。

Ⅲ. 中学生への事後アンケートの結果から見る成果検証
　交流会実施後に中学生に事後アンケートを実施した。アンケートは9つの質問でできており、5件法で回答した。5校で実施（直近の江北桜中の結果は含まず）して、合計694人の
生徒から回答を得た。

Ⅳ．結論

　2年前の足立区中学生への意識調査（金子, 2018年）から、足立の中学生は全国レベルより「英語好き」が多いが、英語を「苦手」と感じる生徒も多いことが分かった。今回もそ
れを裏付ける結果となった。アンケート分析の結果、この事業を通して英語が「通じた」「分かった」体験を通して、英語に対して「自己効力感」を高める成功体験を多くの生徒
ができたと言える。また、異文化への関心を高めることもできた。これらの要素が関連して、この事業が生徒たちの日常の英語学習への動機づけを高める可能性も確認できた。

Ⅱ．プログラム内容
　コミュニケーション活動の内容は、毎回少しずつ異なっているが、
主に以下のとおりである。①留学生は、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。②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。③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。
例として、「好きな教科」や「好きな映画やTV番組」、「将来の夢」など
があった。④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。⑤「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。

「よく当てはまる」と「少し当てはまる」を合わせて93％と
かなり高い割合の生徒が「楽しかった」と回答した。否定的
な回答（1.1%）がほとんどなかった。

Q1：英語での交流は楽しかった。 Q2：いろいろな文化を実感した。 Q3：英語は必要と感じた。

「よく当てはまる」と「少し当てはまる」を合わせて93.3%と
かなり高い割合の生徒が「いろいろな文化を実感した」と回
答した。異文化への気づきが促された。

95.1%の生徒が「英語は必要」と回答した。全ての質問の中
でこの質問が最も肯定的な回答を得た。この事業を通して、
ほとんど全ての生徒が英語の必要性を実感した。

Q4：うまく英語を話せた。 Q5：もっと話せるようになりたい。 Q6：英語学習へのやる気が強くなった。

「よく当てはまる」「少し当てはまる」を合わせて57.7%と5人
中3人近くの生徒が成功体験をした。一方、成功体験を得ら
れなかった生徒（14.7%）もいる。

「英語をもっと話せるようになりたい」とほとんどの生徒（87.4%）
が回答した。9割近くの生徒は英語を話せるようになりたいと願っ
ていることが分かる。

82.9%の生徒が「英語学習へのやる気が強くなった」と回答した。
この事業が一過性のものでなく、生徒の日常の英語学習へ還元する
ものであることを示している。

Q7：また交流したい。 Q8：英語は好き。 Q9：英語は得意。

82.4%とかなり高い割合の生徒が「また交流したい」と回答
した。この事業がかなり好評であったことが分かる。

64%の生徒が「英語は好き」と回答した。一方、「全く当ては
まらない」と「あまり当てはまらない」の合計が16%ととて
も少ない。

「英語は好き」と対照的で「英語は得意」と回答した生徒は
少ない（34%）。英語は「好きだけど苦手」と感じている生徒
が多いことがうかがえる。
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　足立区教育委員会と連携して区立中学校6校（第十中学校、栗島中学校、竹の塚中学校、扇中学校、新田中学校、江北桜中学校）と異文化交流事業に取り組んだ。本学の留学生と中学生が英語を使っ
てさまざまなコミュニケーション活動に取り組んだ。この事業を通して、中学生にどのような意識の変容が起きたのかを事後アンケートを通して分析した。その結果の一部をここで報告する。 

概    要
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）

足立区中学校異文化交流事業
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（1）実施日時及び会場
第1期　全5回　日曜日

2019年　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　日曜日

2019年　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
時間　Ⅰ初級講座　10：00～12：00　　Ⅱブラッシュアップ講座　 13：30~15：30

（2）参加人数
両講座とも40名（第1期・第2期共通）　※ボランティア学生参加人数　のべ30名

Ⅰ．講座内容　（全トピック） 

Beginner class - Spring（第1期）
Class 1 - Hobbies and Interests　　Class 2 - Let‘s Go on a Shopping Spree!　　Class 3 - At the Restaurant　      
Class 4 - Let‘s Take a Tour　　Class 5 – Give a Tokyo Tour 

Beginner class – Fall（第2期）
Class 1 – Directions　　Class 2 - Celebrations & Festivals　　Class 3 - Traditional Games
Class 4 – Souvenirs　　Class 5 - Sightseeing

Advanced class - Spring（第1期）
Class 1 - Choose the 8th Wonder of the World　　Class 2 - Tokyo Olympics 2020　　
Class 3 - Survival at Sea　　Class 4 - Keep the Conversation Going　　
Class 5 - Great Products and Inventions

Advanced class - Fall（第2期）
Class 1 - All About Me Mini-Presentation　　Class 2 - Art & Music　　Class 3 - People We Admire　　
Class 4 - Let's Introduce Adachi I　　Class 5 - Let's Introduce Adachi 2

　昨年に引き続き参加しました。先生方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。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の英語の会話を通して様々なこ

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的なも
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。大人の方とこれだけ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

Ⅱ．講師コメント　百瀬美帆准教授　パトリシア・ハヤシ教授　タイソン・ロード准教授　 

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 �uency  in every lesson. On 
the �nal 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 �nal 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 presen-
tations with fascinating details that brought Adachi City to life. These students not only developed their English language 
ability, but also their con�dence, 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

Ⅲ．参加者アンケート結果 Ⅳ．ボランティア学生にとっての学修効果（学生のコメント）

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％
ブラッシュアップ講座 （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％
ブラッシュアップ講座 （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％
ブラッシュアップ講座 （第1期）97％ （第2期）92％

　2017年1月に締結された明海大学と足立区との連携協定には、区民の外国語学習活動の支援も含まれている。特に2020年の東京オリンピック・パラリンピックに向けて東京都主催の「外国人おもて
なしボランティア講座」をすでに受講した区民から同様の講座開設の要望があり、これに応じる形で「ブラッシュアップ講座」が企画され、同時に英語初級者向けの講座も開設された。2019年度は3
回目の実施となり、講師は第1回目から継続して明海大学教職課程センター・地域学校教育センター百瀬美帆准教授、MPPECパトリツィア・ハヤシ教授、タイソン・ロード准教授が務めた。すべての
講座に明海大学外国語学部英米語学科教職履修学生複数名が活動補助ボランティアとして参加した。

概    要
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）

足立区民対象生涯学習講座（英語）
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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　約75人（本学学生50人）
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

Ⅰ．実施内容

明海祭見学の様子

　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。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。

アンケート結果（自由記述部分）
　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、子供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。

Ⅴ．明海大学における取組みと今後の展望

　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。

Ⅱ．英語マスター講座とは

　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発表を行い、発表会を成功
裡に終えることができた。

Ⅲ．実施までの経緯

　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。

Ⅳ．審査及び授賞式など

概    要
　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。

足立区英語マスター講座修了者成果発表会
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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　2019年度の5月中旬から12月上旬にかけて、9名の学生が浦安市内の美浜南小学校（145時間）、入船小学校（84時間）、日の出小学校（79時間）明海小学校（9時間）
に訪問し、計317時間教職ボランティアを実施した。今年度は2月以降には①小学校英語支援（継続）　②個別学習支援　③校務補助の面での実施を予定している。
以下実施の様子を参加学生の感想と写真で紹介する。

Ⅰ．はじめに

　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
できました。
　次年度以降の課題は、ボランティアを希望する学年が継続的に出て、明海大学の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
一層高めることが課題と考えます。

Ⅲ．今後の課題

Ⅱ．実施の様子

　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。児童の素直な反応を見
ることができます。 池田義友

　主にALTの先生が授業を進め担任の先生と
共に私はそのサポートしました。児童は初め
て学んだ表現をうまく言うことができません
でしたが、回数を重ねるにつれ、元気な声で
言えるようになっていました。児童の成長を
間近で見ることができ非常に貴重な体験を
させていただきました。 高橋勇気

入船小学校

　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。今後ボラン
ティア経験を活かして行きたいと思っています。 宮本隆一

明海小学校

　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。 校長 今橋惠一先生

　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。
小学校3年生の担当でした。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。 渡辺幹太

　低学年の外国語活動の授業補助を主に担
当しました。児童と共に音楽やゲームを通
して英語に親しみ、英語の理解を促す手伝
いをしました。その児童の積極的に英語を
使おうという態度や、楽しく活動をしてい
る姿を見て、小学校の教員になりたいとい
う気持ちが一層強まりました。 神谷美麗

日の出小学校

　英語支援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。機会があればまた参加
したいと思いました。 金子駿太

　先生同士の連携の大切さや、児童との距
離の計り方をとても間近で勉強することが
出来ました。 授業を受けているだけでは分
からない実際の児童の反応や、問題が起き
た時にはまず誰にどう説明するのか、など
の将来教員になった時に必要になることを
経験し、とても充実したボランティア活動
をすることができました。 内藤　卓

美浜南小学校

概    要

木内和夫＊・渡辺幹太＊＊・池田義友＊＊・寺内朋之＊＊＊・金子駿太＊＊＊・神谷美麗＊＊＊・宮本隆一＊＊＊・白井　萌＊＊＊・内藤　卓＊＊＊・高橋勇気＊＊＊＊

（教職課程センター・地域学校教育センター教授＊・英米語学科4年＊＊・英米語学科3年＊＊＊・英米語学科2年＊＊＊＊）　

　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。それ以降小学校ボランティアや小学校英語研修会などの支援事業を実施してきた。本学教職課程線センター・地域
学校教育センターが、2018年4月に新たにMETTSとしての再スタートを契機に、更に地域に貢献できる大学をめざし、2019年度は地域の4つの小学校との具体的連携事業を推進した。

浦安市小学校英語支援
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2020明海大学「大学と地域連携の未来」シンポジウム

　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。

Ⅰ．はじめに

Ⅱ．明海小学校校内研究支援

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、児童255）

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
・英語で授業を行うことが楽しく、英語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）

Ⅲ．浦安市立小中学校教員対象の研修

●日時：令和元年8月9日（金）午後
●研修場所：浦安市役所4階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から】（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。

3 今年度の研究へのコメント（抜粋）
【教員】
・研究で1時間の授業の流れがわかってきた。（2年、3年）
・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、子ども達と英語の学習をするのが楽しくなってきた。（4年）
・英語の歌やゲームを取り入れ、日常生活と結びつける児童が増えて、うれしかった。
・はじめは自信がなく、どのように進めればよいか、わからなかった。しかし、授業を重ねる
うちに、少しずつ自信がついてきた。（5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。
・教材準備の時間をとることがなかなかできない。

【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）

・ぼくは、将来英語を使うことが多くなると思うし、外国の人と仲良くなれると思う。そして、
英語は楽しい。だから、英語の学習は大事だと思っている。（5年）
・ぼくは、英語が苦手だけど、英語の学習で少し慣れてきた。（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。（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）
・あいさつ、日常会話や、スポーツについて教えてもらい、
家族や外国人との会話で実践できて、うれしかった。（6年）
・学習する前と比べて、英語を話すのが好きになった。と
ても楽しい。（6年）

・最初は道案内なんてできないと思っていたが、勉強した
らできるようになって、うれしかった。（6年）
・英語は、歌やゲームが楽しいです。ゲームで友達との交
流が増えた。（6年）

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。
●7月11日（木）

6年1組・2組　I like my town.　
　　　　　　　明海の街を紹介しよう。 
5年1組・2組　What time do you get up?　
　　　　　　　生活の様子を伝えよう

●11月7日（木）
3年1組・2組　ALPHABET　
　　　　　　　アルファベットマスターになろう！
4年1組・2組　Do you have a pen?　
　　　　　　　おすすめの文房具セットをつくろう

●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・2組 Vegetables　
　　　　　　　やさい 大好き
1年1組・2組 Vegetables　
　　　　　　　やさい 大好き

●明海小学校では学校全体で外国語活動・外国語科の充実に取り組んでいる。他校か
ら転入してきた教員も積極的に外国語の授業に取り組むことができている。充実し
た校内研究が学校全体の指導力向上に結び付いている。浦安市の先進校としての取
組となっている。

●教員対象の研修会へ参加している教員の意欲は高い。各校での還元の在り方を市教
委とともに探っていきたい。

Ⅳ．まとめ

浦安市小学校校内研究支援

　2017年3月に締結した明海大学と浦安市教育委員会との連携協定に基づき、2018年度から浦安市立小中学校への支援を行っている。2年めにあたる2019年度の支援の内容は、明海小学校校内研究（外
国語活動・外国語科）の支援、浦安市立小中学校教員対象の研修会での指導・助言などである。

概    要
石鍋　浩（教職課程センター・地域学校教育センター教授）
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　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り、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ず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が行われた。明海大学は浦安市と
の連携事業の一環として、経済学部学生が数学支援に、英米語学科学生が英語支援に参加した。

概    要
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）

Ⅰ．実施内容

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

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
　　　　　山崎紗織里（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（経済学部2年）
　　　　　▶入船中学校未来塾 まちづくり活動プラザ
　　　　　中里　圭（経済学部2年）　
　　　　　▶明海中学校未来塾　日の出公民館

日時

参加者及び場所

　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

Ⅲ．浦安市教育委員会　生涯学習部担当者の声

　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。

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。

中里　圭

Ⅱ-1．数学支援（参加学生感想）

　私は中学生に英語の指導に入りました。なれないことも多く、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。 君塚翔伍
　昨年の秋に続き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。 鶴巻紗希
　私は今回未来塾を初めて経験しま
した。はじめはとても不安を感じて
いましたが、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。その質問を通して生徒たちと
のコミュニケーションを図ることができたので、大学の生活からは
得られない経験をして「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。

山崎紗緒里

Ⅱ-2．英語支援　（参加学生感想）

　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
に有益な機会を与え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。

Ⅳ．明海大学　今後の展望

浦安市青少年自立支援未来塾
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　明海大学とは、平成31年3月に高大連携協定を締結し様々な連携をしている。その中の1つとして探究ゼミでは明海大学からは松島康彦教授の協力を得て、ゼミの指導を
お願いしている。同じ浦安市にある教育機関という利点を生かした大学と高等学校の授業での連携をしている。
　探究ゼミは第1学年の総合的な探究の時間に、高等教育機関や専門機関等から講師を迎えて10のゼミを開講し、年間10回（1回2コマ、計20時間）実施している。
　生徒は自分の興味や関心に基づき、年間を通して所属するゼミを1つ選択し「問い」を創り、探究し、自分なりの答えを見出し、レポートにまとめるとともに、プレゼンテー
ションを行う。

久保善啓（千葉県立浦安高等学校教諭）

「教わる」から「学ぶ」へ探究ゼミの挑戦

研究ゼミ～プロジェクトスタディ～ のねらい 探究ゼミの４ステップ

興
味
・
関
心

自
分
な
り
の

「
解
」
を
得
る

学ぶ意欲

自己
肯定感

探
究
活
動

疑問を
「問い」
にする

検証する

答えを
導き出す

（1）自分の興味や関心のある分野について「問い」を創る
（2）「問い」の解を求めて探究する
（3）自分なりの「納得解」を得る
（4）学びの楽しさや自信を得るとともに自身のキャリアデザイン

を考える機会となる
―観光学ゼミ生徒設定テーマ例―
・浦安の景色について　・浦安市はなぜ住みやすいのか
・浦安市にはなぜ園が多いのか
・地域の発展～浦安市は何故ここまで発展したのか　他

1
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6

7

8

9

10

国際関係

日本文化

観光

心理

社会福祉

マネー

幼児教育

街づくり

生活社会

物理

大村芳昭／中央学院大学 法学部

大貫俊彦／千葉工業大学 工学部

松島康彦／明海大学 ホスピタリティーツーリズム学部

矢口幸康　末永　清／聖徳大学 心理・福祉学部

松山　毅／順天堂大学　スポーツ健康科学部

渡辺伸子　町田健一／ Me＆Dファイナンシャルプランナー

吉村真理子　久保木健夫　佐久間敦子／千葉敬愛短期大学 現代子ども学科

粟沢尚志／千葉経済大学 経済学部

佐藤宏子 松田ユリ／和洋女子大学 家政学部

豊田陽己／日本大学短期大学部

　私が探究ゼミを通して学んだことは「他者と協働して考える」
ことです。班に分かれて考察し、資料にまとめるということはと
ても新鮮なことでした。互いに意見を出し合い、まとめることで
考える力が身に付いたと感じています。考える力は、普段の授業
でも、この先でも重要なことだと思います。これからも「問い」
について探究して行きたいです。

生徒の声

　明海大学の松島教授をはじめ、多くの先生方の
ご協力で主体的で対話的な深い学びを目的とした
探究ゼミが実践されています。クラウドファンディ
ングによりタブレット端末が購入できたのも大き
な力となっています。今後とも連携を深めたいと
思います。

若菜秀彦校長

観光学ゼミ
明海大学　ホスピタリティツーリズム学部
松島康彦教授
　ゼミの主要テーマは「観光の意味や役割、地域にもたらす効果 
を考えながら、身近な観光資源の研究を通じて浦安を『再発見』 
する」です。身の回りのものから課題を設定して学ぶことができ
るようゼミを運営しています。
　21名の生徒が所属し、浦安市内のさまざまな公園の特徴を調 
べその魅力についてまとめた「浦安の景色について」がゼミ代表 
になりました。
　今回のゼミに参加された皆さんは、個人と各チームのテーマ探
究に向け、大変熱心に諸課題に取り組んでいました。選んだテー
マも非常に多彩で、それぞれの問いを通じ、浦安観光の魅力を再
発見し、そのポイントを分かりやすく伝えていました。
情報収集や実地調査を通じ、レポートや発表資料をまとめるまで
には多くの苦労もあったかと思います。その中で各課題に向き合
い、チームの中でお互いに意見を述べながら仮説をたて、最終的
に成果物として形を残すことができました。
　ゼミ内最後のプレゼンでは、資料の内容、話し方、スピード、
熱意、魅力の伝わり方などの観点から各チームの評価をしました。
各自が特徴を出し合い、存分に力を発揮したと思います。問いか
ら答えに導く構成やプレゼンの時間配分などは特に難しかったで
しょうか。今回体験したことを十分に活かし、これからの学習に
役立てていくよう期待しています。

「探究ゼミ」 （千葉県立浦安高校）
連携協定をもとに地域性を活かした明海大学と高等学校の教育活動の挑戦

概    要

指導者／所属分野
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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名
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名
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

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。

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、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。

（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。

　　　　　　　　　　　　　　　

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り組
み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。

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。

地域活性化インターンシップ

研修担当者の感想
参加した学生の感想

横手市の担当者から

参加者の感想

　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。

概    要
下田直樹＊・坂本純一＊＊（経済学部長＊・教職課程センター・地域学校教育センター教授＊＊）

横手市との包括連携
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　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」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。

Ⅰ．第1部 基調講演内容

A：「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、高等学
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。

B：「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」と題し、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。

C：「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～」　と題し、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。

Ⅱ．第2部 ワークショップ

参加者数95人（高校教員28人、中学校教員15人、小学校教員3人、その他教員10人、明海大学外国
語学部英米語学科学生及び卒業生19人、その他両大学関係者等）　
「大変参考になった」または「参考になった」の上位2件の割合　100％

自由記載箇所（抜粋）
・「学習指導要領や大学入試改革の意味が初めてわかった気がした。素晴らしい講演だった。」
・「第1部の講義をどのように授業に生かすかという具体的なアドバイスですぐに役立ちそうだ。」
・「学び合いの中に様々な仕掛けを組み入れるなど具体的な実践方法についてアイディアを得る
ことができた。」　

・「文法→本文」の授業から「文法の導入・本文の導入→復習と活用」の授業へと聞き、今まで
もやもやしていたことがすっきりした。　

Ⅲ．参加者アンケート結果

ワークショップの様子

　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、第1部の基調講演は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、第2部ワークショップは次の3名が講師を務めた。
A：高校教員対象　　講師：朝日大学法学部・英語教育センター　亀谷みゆき准教授
B：中高教員対象　　講師：明海大学教職課程センター・地域学校教育センター　百瀬美帆准教授
C：中学校教員対象　講師：千葉市立稲毛高校附属中学校　土谷　匡教諭

概    要
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）

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！」
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 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。 

 

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               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 
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 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） 

特集 教員採用試験結果速報！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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。 

　METTS（教職課程センター）では、基本的に月に1回「ニューズレター」を発行しています。教職課程センター主催の行事や、教職課程履修学生の活躍等をリアルタイムで紹介しています。

概    要
百瀬美帆＊・木内和夫＊＊（教職課程センター・地域学校教育センター准教授＊・教職課程センター・地域学校教育センター教授＊＊） 

2019年度　ニューズレター


