
 

 

  

 
A Community of Practice for Japanese Teachers and ALTs to Share 

Thoughts on EFL Practices in Japanese Schools 
外国語の授業で困っていることはありませんか？ 

Are there any moments in your teaching when you feel confused, or have 
some insights, or feel like discussing them with someone? 

幼・小・中・高校教員・ＡＬＴ・教育関係者で集まり、日々の授業の悩み、授

業のアイディアについて語り合いませんか？ 

Would you like to talk to colleagues from K-12 and other knowledgeable 
practitioners about your daily teaching practices? 

事例を紹介し合ったり、興味関心のテーマについて話したりして、よりよい授

業を目指しましょう！ 

Let’s discuss some case studies and focus on related topics so as to gain 
further insights for our teaching! 

 

 

 

          Michael Kuziw （福井大学教育学部附属義務教育学校） 
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                                  福井⼤学教職⼤学院特命助教                                      

Assistant Professor, University of Fukui 
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 （Wang Linfeng）                            

lfwang@u-fukui.ac.jp                                                        

                                   (最初のlは小文字のエル) 

授業に関してのおしゃべりを楽

しみませんか？話を聞くだけで                                    

も、様子を見に来るだけでも、

OK！日本語OK！Englishも

OK！待っていまーす！ 

Feel free to join in and 
discuss ideas in a relaxed 
environment! Japanese is 
OK! English is OK! 

日  時 Date：2020年10月28日（水） 19：00～20：30（Zoom） 

話題提供 Chair：「楽しくリアルの英語を体験できる授業づくり」 

How to make fun and realistic English lessons 

     

 

 

 

mailto:lfwang@u-fukui.ac.jp


 

 

 

 

 
2-1 

 

前回の要約：

2020年9月30日に21人が集まり、Zoom
で第8回目の語り合う会が行われた。小・中・
高校の現職教員、ALT、地域の英語教育指導
員・アドバイザー、大学生、大学教員といった
異なる背景を持つメンバーたちが参加された。
この会の参加者でもあり京都ノートルダム女子
大学のDaniel Pearce先は「TT再考：
JTE/HRT/ALTの役割を問い直す」を話題提
供した。前半には、教員養成課程におけるTT
教授法内容の欠如、学習指導要領におけるALT
役割の不明確を指摘し、グループでTTの意義
と課題を議論した。後半には、小学校6年生の
TTの授業動画を共有し、グループでTTの協働
の在り方を議論した。

（当日の資料をメールで配布中

lfwang@u-fukui.ac.jp）

Review from last time
There were 21 participants joined the 8th 

monthly Wednesday Cafe Meeting on 30th, 
September via zoom. They are in-service 
teachers/ALTs/former principals from all school 
levels, student teachers, experts/advisors for 
district administration and university teachers, 
who are divided into small groups with diverse 
background members. Daniel Pearce, an active 
member from Kyoto Notre Dame University, 
chaired the meeting by providing a topic of 
Reconsidering Team Teaching: Thinking about 
the Roles of JTE/HRT/ALT. He pointed out 
there were not contents of TT in English 
teacher education courses in Japan, nor the 
role of ALT was clarified in national curriculum. 
A lesson video was shared to stimulate 
discussions on meanings and challenges of TT 
in real classrooms.

(PPT slides can be requested by email
lfwang@u-fukui.ac.jp)

Highlights
要点整理：

・日本の教育課程では、Team-teachingに対
するtrainingはほぼないと言っても良い

Team-teaching training in the Japanese
licensing program is essentially non-existent

・学習指導要領にはALTがどういう人材で、ど
ういう授業をすればいいかに言及なし

All courses of study are exactly the same, with 
no reference to who ALTs are or what kind of 
lessons should be held

Highlights
要点整理：

・ALTが多様な雇用形態があり、自分の役割に
ついては矛盾する情報が混乱を招く

ALTs have a diverse range of employment
situations, and get a diverse range of (often
conflicting) information.
・JTE/HRTにもALTにも、TT授業は丸投げさ
れている；お互いのことを話し合ったり、学
んだりする時間が少ないこともしばしば...
JTE/HRTs and ALTs are on their own when it 
comes to TT；Often not a lot of time to discuss 
or learn about each other…

Community of 
Practice

実践し省察する
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Group Discussion Questions
・Why do we team teach？
・ What do you struggle with?What
surprised/disappointed as an ALT /about
ALTs？
・What kind of support do you need
from your teacher partners?

notices from lesson video 
・What did you notice about 
teacher/teacher-student interaction?
・What did you notice about teachers’ 
behavior?
・What are the children learning?

グループでの議論

・なぜTTをするのか？

・TTで困る・困っていることは?ALTとTT
して驚いたこと？ALTになって驚いたこ
と？

・相手からどのようなサポートが必要か？

授業動画を見て

・教師間/教師・児童間のやりとりに関する
気付き

・教師の行動に関する気付き

・こどもの学びに関する気付き

Prospects
これからの展望：

・多くのALTにとって、日本語が外国語で
あるので、児童・生徒と同じ「言語学習
者」でもいる。「一緒に学ぶ」授業で、
「言語の学び方」を学ぶ。

For many ALTs, Japanese is a foreign
language, so just as their students, they are
language learners. We could learn how to
learn languages together
・ALTは「英語ネイティブ」だけではない.
多様な言語・文化的経験を持っているALT
も数多くいる。それを活用すべき。

ALTs are not “just native English speakers”,
many have diverse experiences with
languages and cultures. It should be
explored to benefit learners.

Insights from participants
「いいね！」という意見：

・授業中にJTEが子どもたちのつぶやきを拾
って、ALTを巻き込んであげて、授業展開で
きればいい。

JTE/HRT could pick up learners' voices
pertaining to learning potentials, and help ALT
to interact more with learners. ALT also could
learn classroom management and know more
about learners by observing non-English
classes.
・理想的なTTは、状況に応じて、お互いに
T1とT2の役割を柔軟にシフトすることがで
きる。

The ideal TT for me is that we can change
our roles flexibly between T1 and T2 even in
one lesson.

Community of 
Practice

実践し省察する



ティーム・ティーチング再考：JTE/HRTとALTの役割を問いなおす
Reconsidering Team Teaching: Thinking about the Roles of JTEs/HRTs and ALTs

8th ALT & JTE Monthly Wednesday Cafe

Daniel Pearce (Kyoto Notre Dame University)



第1部：一緒にTTを考える Part 1: Thinking about TT together

第2部：実践を見て考える Part 2: Thinking on Practice

おまけ Extra

ディスカッション Discussion 

ディスカッション Discussion 



E.S.I.D 

Every Situation is Different

なぜこうなるのか？
制度がALTに無関心すぎる？



“日本の教育課程では、Team-teachingに対するtrainingは
ほぼないと言っても良い”(松本、2020)

日本(語)人向け：教職課程 / For Japanese Speakers: Teacher Training

“Team-teaching training in the Japanese licensing
program is essentially non-existent”(松本、2020)

“TTの意味がわかっていないです”(松本、2020)

新採用高校教師(Newly-hired SHS teacher)：

“I don’t know why we team teach”(松本、2020)



“日本の教育課程では、Team-teachingに対するtrainingは
ほぼないと言っても良い”(松本、2020)

日本(語)人向け：教職課程 / For Japanese Speakers: Teacher Training

“Team-teaching training in the Japanese licensing
program is essentially non-existent”(松本、2020)

“TTの意味がわかっていないです”(松本、2020)

新採用高校教師(Newly-hired SHS teacher)：

“I don’t know why we team teach”(松本、2020)



高等学校：ネイティブ・スピーカーや英語が堪能な地域
人材などの協力を得る等，指導体制の充実を図るととも
に，指導方法の工夫を行うこと。(p.178/473)

中学校：ネイティブ・スピーカーや英語が堪能な地域人
材などの協力を得る等，指導体制の充実を図るとともに，
指導方法の工夫を行うこと(p.151)

小学校：ネイティブ・スピーカーや英語が堪能な地域人
材などの協力を得る等，指導体制の充実を図るとともに，
指導方 法の工夫を行うこと(p.162/177) 。

日本(語)人向け：学習指導要領 / For Japanese Speakers: Course of Study

Devise lessons/instructional methods with the 
help of native speakers and local people who 
are fluent in English.

Devise lessons/instructional methods with the 
help of native speakers and local people who 
are fluent in English.

Devise lessons/instructional methods with the 
help of native speakers and local people who 
are fluent in English.

小・中・高は全く同じ文章で、
ALTがどういう人材で、どういう授業をすればいいか、言及ゼロ

All courses of study are exactly the same, with no reference to 
who ALTs are or what kind of lessons should be held



日本(語)人向け：学習指導要領解説 / For Japanese Speakers: Commentary to the Course of Study

役割についてもう少し詳しく書かれているが、どれにもALTがテー
プレコーダー的存在にすぎないような…

中学校

高等学校

A bit more detail about ALTs’ roles, but all seem to have the
ALT be kind of a “human tape recorder”

例えば「お気に入りの日本食」についてALTが授業で
話すのを聞き，話全体の大まかな内容を捉える(p. 19)

ALTなどによる簡単なスピーチを聞かせたりする活動
を頻繁に取り入れる(p. 56)

Junior High School

ALTなどが自分の意見を述べるスピーチを行ったり，
関連する話題につ いて生徒の理解を深めるための講
義を行ったりすること(p. 194)

教師とALTによるインタビューを実際にその場で聞い
たり…することが考えられる(p. 81)

For example, listen to the ALTs talk about their favorite Japanese 
food in class and understand the general content of the conversation.

Incorporate frequent activities such as having the students listen to 
simple speeches by ALTs and others.

Senior High School

Have ALTs and others give speeches or lectures on their opinions or 
related topics to deepen students’ understanding

Include activities such as actually listening to an on-the-spot 
interview with a teacher and ALT...



小学校学習指導要領解説 / Commentary to the Elementary Course of Study

そこで、ALTや留学生，地域に住む外国人など，異なる文化をもつ
人々との交流などを通して，体験的に文化等の理解を深めることが
大切になる(p.27)

[For students,] interaction with people from different cultures, such as
ALTs, international students, and foreigners living in the community is
important for deepening understanding of culture through experience



ALTの二重の役割 / ALTs’ dual role

ALTは二重の役割を担う：

①言語エキスパート
②文化インフォーマント

ALTs have a dual role：

① Language expert
② Cultural informant

先行研究では、「言語エキスパート」より「文化イン
フォーマント」の方が重要という主張するものが多い

(e.g. Butterfield & Bhatta, 2016;狩野・尾関; 2018; Bolstad & Zenuk-Nishide, 2016; Pearce 2020aなど)

Much previous research suggests that the “cultural 
informant” role might be more pedagogically important

(e.g. Butterfield & Bhatta, 2016;狩野・尾関; 2018; Bolstad & Zenuk-Nishide, 2016; Pearce 2020aなど) 



ALTはさまざま / Variety in ALTs

勤務形態 小 中 高

JETプログラム 129 295 140

民間会社での契約 275 329 53

教育委員会の直接採用 76 90 3

その他 7 11 2

計 487 725 198

Employment Type 小 中 高

JET Programme 129 295 140

Private hire/Dispatch Company 275 329 53

Directly hired by BOE 76 90 3

Other 7 11 2

計 487 725 198

上智大学、2017

ALTs have a diverse range of employment situations, and get a 
diverse range of (often conflicting) information.

ALTは多様な雇用形態を持ち、そして自分の役割についてはしばしば
矛盾する情報を得る。



ALT向け / For ALTs

We’re instructed by our company not to use Japanese at all

(or I would probably use more). That said, it’s sometimes

necessary for me to repeat myself in Japanese quietly for the

HRT’s benefit, [or] use Japanese to explain hard concepts to

students, such as past and present-tense [sic]. (Pearce,

forthcoming).

民間企業 Dispatch Companies

JETプログラム JET Programme

Lesson planning, being the lead teacher, lesson evaluation,

classroom management… in CLAIR’s ALT handbook, ALTs

are often portrayed as having much more responsibility than

the title “assistant” would suggests.

会社からは日本語の使用が禁止されています（そ
うでなければ、もっと使っているでしょ）。とは
いえ、学級担任のために日本語で静かに繰り返し
たり、過去形や現在形などの難しい文法を学生に
説明するために日本語を使う必要があることもあ
ります。

ALT向けのALT Handbookには、授業計画や教室
運営、評価まで、あくまでも「指導助手」の立場
にも関わらず、ALTがT1であることを想定してい
る記述が多い。

矛盾している情報（あるいは足りない情報）が混乱を招く
Contradictory (or insufficient) information can cause confusion



Often not a lot of time to discuss or learn 
about each other…

お互いのことを話し合ったり、学んだりする時間
が少ないこともしばしば...

JTE/HRTs and ALTs are on their own when it 
comes to TT

JTE/HRTにもALTにも、TT授業は丸投げされている

まとめると・・・



So, let’s share!



Discussion Questions

・Brief self-introduction: What
is your situation?

・Why do we team teach？

・What do you struggle with?
What surprised/disappointed
as an ALT /about ALTs？

・簡単な自己紹介：どこで教えている、
経験年数など

・なぜTTをするのか？

・TTで困る・困っていることは?
ALTとTTして驚いたこと？ALTに
なって驚いたこと？

・What kind of support do you
need from your teacher partners?

・相手からどのようなサポートが
必要か？



第2部：実践を見て考える Part 2: Thinking on Practice



実践・Practice

・Teachers’ behaviors

・Teacher-teacher interaction

・Student-teacher interaction

以下の3点に注目してください・Please pay attention to:

・教師間のやりとり

・教師・児童間のやりとり

・教師の行動



Discussion Topics

・こどもの学びに関する気
付き

・教師間/教師・児童間の
やりとりに関する気付き

・教師の行動に関する気付
き

・What did you notice
about teachers’ behavior?

・What did you notice about
teacher/teacher-student
interaction?

・What are the children
learning?



おまけ A little extra



ALTはモノリンガル英語話者か？ Are ALTs Monolingual English Speakers?

英語バイリンガル, 13%, n=23英語, 81%, n=146

英語以外のバイリンガル, 2%, n=4英語以外, 4%, n=8

英語（モノリンガル）母語話者が圧倒的大多数
Pearce (forthcoming）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ALTの母語



ALTはモノリンガル英語話者か？ Are ALTs Monolingual English Speakers?

One, 32%, n=58None, 44%, n=79

Three or more, 9%, n=17Two, 15%, n=27

英語・日本語以外の言語が使用できるALTが多数（56％）
Pearce (forthcoming）

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

ALTの英語・日本語以外の言語



ALTが必要とするサポート・Support that ALTs need

Students’ (particularly younger students) 
Japanese can be difficult to understand: 
Often need JTE/HRT facilitation to 
communicate

Remembering students’ names can be 
difficult (not much time spent with 
each class)

Often don’t know how to make
knowledge pedagogically meaningful

児童・生徒（特に年少者）の日本語が聞き取り
にくい。JTE/HRTのサポートがないと、コミュ
ニケーションが取れないことがしばしばある。

(一緒に過ごす時間が限られているため)児童・
生徒の名前がなかなか覚えられない

数多くのHRT/JTEの授業スタイルに合わせ
る必要があるので、児童・生徒より、
HRT/JTEに気が取られることがよくある。

Have to adjust to many different 
JTE/HRTs, so often attention is given to 
them instead of students

自分の持っている知識などを教育的に意味
のあるものするスキルが足りない

Only experience foreign language 
(English classes), so hard to grasp the 
whole picture of students’ education

基本的に外国語（英語）の授業しか経験し
ないため、児童・生徒の全体的な教育的状
況がつかみにくい



ALTは言語モデルのみとして使うのがもったいない・Just “using” ALTs as language models is a waster 

多くのALTにとって、日本語が外国語であるので、児童・生徒と同じ「言語学習者」でもいる

日本語・英語以外の言語を通して、「一緒に学ぶ」授業で、「言語の学び方」を学ぶ授業

For many ALTs, Japanese is a foreign language, so just as their students, they are language learners

Introduce languages other than English & Japanese, and learn how to learn languages together

ALTの自国の文化をただ紹介してもらうだけではなくて、日本（や他の文化）と比べて一緒に考える授業にする
Don’t just introduce ALTs’ cultures, but compare with Japan (or other cultures) and think together

about the differences

ALTはただの「英語ネイティブ」だけではない・・・多様な言語・文化的経験を持っているALTも数多くいる

ALTs are not “just native English speakers” – many have diverse experiences with languages and 
cultures



I don’t think that it’s about teaching language. It’s about teaching the methods behind

learning a language. I think that’s what we should be doing. We should be fostering

curiosity, we should be fostering language acquisition skills, not teaching the language.

Because their brains now are wired to learn how to learn things. We shouldn’t just tell them

this is a foreign language, it’s English, and this is how you say “me” in a different language,

but that's what we’re doing right now.

ALTの声・ALT’s voices?

言語を教えることが目的ではないと思うんですよ。大事なのは、言語を学ぶための
方法を教えることだと思います。それこそ、私たちがすべきことだと。好奇心を育
むべきで、言語習得のスキルを育むべきなのであって、言語を教えることではない。
子どもたちの脳は今、物事を学ぶ方法を学ぶようにできてるからです。これは外国
語だよ、これは英語だよ、これは違う言語で「私」と言う言い方だよ、というだけ
ではダメだと思うんですが、何しろ私たちがやっていることはそれなんですよね。



推薦図書・Recommended Books

氏家翔太 (2017)

『これでわかる！ALTとはたらく70のポイント』
啓林館.

McConnell, D. L. (2000). 

Importing diversity: Inside Japan’s JET Program. 

Berkeley: University of California Press.
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