
 

 

  

 
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! 

 

 

 

          Nicholas J. Wilson（practicing ALT in Nagano, ALTTO）  

                                         ［お問い合わせ先］     Contact Person:  

                                  福井⼤学教職⼤学院特命助教                                      

Assistant Professor, University of Fukui 

王
ワン

 林
リン

鋒
フォン

 （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：202１年２月２４日（水） 19：00～20：30（Zoom） 

話題提供 Chair：     「The GIGA School Project and  

Foreign Language Education in Japan’s Schools」 
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前回の要約：

2021年1月27日に27人が集まり、ALTと
日本人教員による第12回外国語教育実践を語
り合うカフェ会をZoomで開催されました。
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、大阪府守口市立さ
つき学園の北野ゆき先生は「なんで外国語を勉
強するの？」を話題提供した。小学校3年生か
ら9年生までの外国語教育の事例実践プロジェ
クトを紹介した。

（当日の資料をメールで配布中

lfwang@u-fukui.ac.jp）

Review from last time
There were 27 participants joined the 12th

monthly Wednesday Cafe Meeting for ALT,
HRT & JTE on the 27th, January 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.

Kitano-sensei, a pioneering teacher-
researcher, from Satsuki Gakuen (Osaka)
chaired the meeting and provided the topic of
"Why learn foreign languages?". She
introduced plenty of projects as case studies
from her teaching practices. Daniel-sensei from
Kyoto Notre Dame University interpreted the
whole session in English.

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

Highlights
要点整理：

①最初の授業で「なんで外国語を学ぶの？」

を聞くと、子どもたちの答えは、以下となる。

・外国語を学ぶ意味，まだ「これだ！」とい
うのは正直わかりません。なのでこれからの
授業を通してわかっていけたらいいと思いま
す。

・先輩のを聞いて，私はコミュニケーション
をとるために外国語を学ぶのだと思いました。
私は本当のコミュニケーションっていうのは，
相手の気持ちもわかってこそだと思います。
だから外国語を学ぶのだと思いました。

・外国語を学ぶのは世界の人たちとコミュニ
ケーションをとるため。感情をつうじあえる
ため。いろんな考えを聞くため。これから外
国語を学ぶ意味を考えていこうと思う。

Highlights
要点整理：

①These are some of the children's answers 
to "why to learn foreign langauge". 
・ To be honest, I don't know the meaning of 
learning a foreign language yet. So, I hope I 
can understand it through the classes.
・After listening to the senior students, I 
realized that learning a foreign language is 
for the purpose of communication. I think 
that true communication is only possible 
when you understand the feelings of the 
other person. That's why we learn foreign 
languages.
・The reason why we learn foreign 
languages is to communicate with people 
around the world. To be able to share my 
feelings. To hear different ideas. I am going 
to think about the meaning of learning a 
foreign language from now on.

Community of 
Practice

実践し省察する
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Highlights
要点整理：

②各学年の子供たちの興味関心に応じて、
様々なテーマで外国語の授業実践をデザイン
する。例１の3年生では、以下のテーマが考え
られる。

・世界にはいろいろな国がある

・自分たちの知らない世界が存在すること

・知りたい

・楽しそう

例２の4年生では、以下のテーマが考えられる。

・外国や異文化を理解したい

・いろんな言語と文化がある

・体験

・比べる・考える・話し合う

Highlights
要点整理：

②To design lessons according to children’s 
interests and development. 
Key words for Grade 3
・There are many different countries in the 
world.
・There is a world out there that we don't 
know about.
・I want to know.
・Sounds fun
Key words for Grade 4
・I want to understand foreign countries 
and different cultures.
・There are many languages and cultures 
・Experience
・Compare・Think・Discuss

Highlights
要点整理：

③子どもたちが外国語の授業を通してこん
なコメントを書いた。

・今年うけてきた外国語の授業は外国語を
学ぶだ けでなく，道徳も含まれているの
かなと思いま した。具体的に相手に自分
の意見を自分の力で 伝えることであった
り，お互いを尊重しあうこ とであったり，
人と接する力をつけるためにあ るのでは
ないかと思います。

・どこの世界の人々も平和を願っていると
わかっ た。外の国のことを学ぶことで今
世界で何が起 こっているのか，今何が大
切なのかしっかりと 考えられたと思いま
した。

・ぼくは英語は人と人とがつながるかけは
しだと 思います。

Highlights
要点整理：

③These are children's comments after 
learning a foreign language in elementary 
school. 
・I thought that the foreign language classes 
I took this year were not only about learning 
foreign languages, but also about morality. I 
think the purpose of these classes is to 
develop the ability to communicate with 
others, to respect each other, and to 
communicate with others in a concrete way.
・I realized that people everywhere in the 
world are wishing for peace. By learning 
about other countries, I was able to think 
about what is happening in the world and 
what is important now.
・I believe that English is a bridge that 
connects people to people.

Community of Practice
実践し省察する



なんで外国語を勉強するの？

大阪府守口市立さつき学園
北野 ゆき







なんで外国語を勉強するの？



最初の授業で「なんで外国語を学ぶの？」

• 外国語を学ぶ意味，まだ「これだ！」というのは正直わか
りません。なのでこれからの授業を通してわかっていけた
らいいと思います。

• 先輩のを聞いて，私はコミュニケーションをとるために外
国語を学ぶのだと思いました。私は本当のコミュニケー
ションっていうのは，相手の気持ちもわかってこそだと思
います。だから外国語を学ぶのだと思いました。

• 外国語を学ぶのは世界の人たちとコミュニケーションをと
るため。感情をつうじあえるため。いろんな考えを聞くた
め。これから外国語を学ぶ意味を考えていこうと思う。



3年生
•世界にはいろいろな国がある
•自分たちの知らない世界が存在すること
•知りたい
•楽しそう



トラベルテディ



4年生

• 外国や異文化を理解したい
• いろんな言語がある
• いろんな文化がある
• 体験
• 比べる
• 考える
• 話し合う
• 書く



給食プロジェクト



給食プロジェクト



多言語で「りんご３こください」



5年生

• 文字とは何か
• チョコレートプロジェクト
• 落語ティックダイアログ

• 学ぶとは
• 自分で選ぶ
• 自分で決める
• 自分で考える
• 協働学習
• 勇気



文字って何だろう



自分の調べたいことを調
べて発表



身のまわりの「外国語っぽいもの」



落語ティックダイアログ









チョコレートプロジェクト



• 学校へ行ける自分たちは幸せだなぁ、ではなくて、世界中の子どもた
ちがみんな学校へ行けるような社会にしなくてはいけないと思った」
「でも、まだ僕にはどうすればいいのかは考えつかない

• 生まれた国によって学校に行けないなんて不平等だ。いい社会をつ
くりたいと思う。

• もし私の力で国を動かすことが出来るようになったら、学校をつくりた
い。

• 他人事にしてはいけないと思った。

• 募金をするのも一つの手段だと思う。

• 僕は将来、教育を与えられるような環境づくりをするような仕事をし
たいと思った。



6年生
•平和とは
•学ぶとは



My School Life(N.H.E)p.20 
宝物は何？→水運び体験



• 学校に行くのに水運びとか、本当に大変。水運びのために学校いけないと
か、自分たちの生活からしたら考えられないけど、実際に世界にはいるん
だ。

• 水運び体験をしてみて、自分たちの当たり前は他の国の当たり前じゃない
なと思った。なぜそのちがいがあるのかを考えた。小さな村より大都市を
優先しているから、水のあるなしが生まれてくるのか？予想だけじゃなく
て、これからも考え続けていきたい。

• 実際に持ってみたらとてもクラクラしました。いつかはみんなが平等に楽
に暮らせるような社会になってほしいです。

• 私たちはバケツに水を半分しか入れてなかったのに重くて大変でした。こ
れを子どもたちがやっていて、暑さや寒さに耐えられるか心配です。これ
からの社会はどこでも水道を配置できるような、子どもたちが安全、安心
な社会がいいです。

• ぼくたちは毎日水道で簡単に水を手に入れているけれど、そうではない人
たちが世界には多いというのが衝撃でした。その人たちにも水道ができて、
その水が飲めるようになってほしいと思いました。

• アフリカの人たちは何kmも水を運んでいるというのに、私は5歩ぐらいで
水をこぼしてしまいました。水道をつくる募金をすればいいのかな。。。
まだわたしには分からないけれど。



夜間学級の生徒さんから夜間学級の卒業生の方のお話







What is PEACE?

「平和とはなにか」



https://youtu.be/D9D
ZA1Svf5o

・どうして難民をなくしたりできないのか分からないと
思いました。なぜ、なんのために戦争をするのか分から
ないので、調べたいなと思いました。

・まさか今月の10日からこんなおそろしい戦争が起きて
いるなんてびっくりです。今すぐにこんな恐ろしい事を
今すぐにやめて平和に暮らしてほしいです。おさまるこ
とを願います。もうやめてほしいです。

子ども哲学
・平和は世界中の人が安全安心で楽しく笑っているのが
平和。平和の反対は逆に世界中の人がストレスをかかえ
たり戦争したり何かで争っているのが平和の反対だと思
いました。

https://youtu.be/D9DZA1Svf5o


保護者から



広島平和記念公園に来ている人たちに
聞いてみよう。

「あなたにとって、平和って何です
か？」











9年生英語科の授業で翻訳・コメント



英語じゃない・・・



「9年生が訳してくれるの、
いつ？」



やっと読める！







（9年英語の先生より）
和訳している最中と和訳した後、不
思議とあったかい空気が教室に流れ
ていて、私も初めての体験でした。

私なりに分析したのですが

①平和について書かれている＝英語
で書かれている内容があったかい



②自分にも内容が分かっておもしろ
い（多くても2文ぐらいの英文だった
ので訳しやすい）

③英語圏以外の人と話せる（実際は
訳しているだけですが）のが楽しい
し、彼らの英語のミスになんだか自
分の英語に自信を持つ。



④〇〇が思わず「先生・・・これ
（和訳するの）おもろいなぁ」と
いってしまうぐらい、和訳した時に
「なるほど！」と共感できたり、外
国人特有の英語表現がおもしろい。

Aが最後まで穏やかに班活動に参加で
き、最後の日本語コメントでいろい
ろ工夫していたのが印象的でした。



（6年生の感想）
•言われていたことを日本語に直されて何を
言っていたかが分かった。相手の思う気持
ちが分かれば戦争はなくなると思った。

•いろいろな人の平和に対する強い思いが
いっぱい書かれていて、ぼくが考えたこと
よりはるかにこえた言葉とかがいっぱい書
いていてよかった。



争いで解決するのではなく、話し合
いで解決するというのに、なるほど
と思った。
争いで解決しても平和になるのは一
時だけで、話し合いで解決したらそ
れからも相手と仲良くなれるから。
忙しいのにインタビューに答えてく
れて、みんな優しいなと思った。



6年生の感想を読んでの9年生の感想

日本語訳をして、外国の人がどんな
ことを思っているのか知ることがで
きてよかった。
6年生にわかってもらえてよかった。



6年生のみんなも9年生になったら日
本語訳頑張ってね。

本当の「平和」は、世界中の人々が
助け合って生活していくことだと
思った。





•今年うけてきた外国語の授業は外国
語を学ぶだ けでなく，道徳も含まれ
ているのかなと思いま した。具体的
に相手に自分の意見を自分の力で 伝
えることであったり，お互いを尊重
しあうこ とであったり，人と接する
力をつけるためにあ るのではないか
と思います。



•外国語の学習を通して，もちろん日
本の事をよ く知ることはとても大切
だけど，日本だけでな く他の国やい
ろいろな人や文化を知って理解し あ
うことがとても大切だと思った。テ
レビで外 国の映像を見たりするだけ
でなく，実際にその 国の人と話すこ
とが大切だと思った。



•私は外国語を勉強してもっと知
りたいと思いま した。日常でも
外国について考えたりするよう
になって，外国では学校に行け
ない人がいるっ てことについて
知って私にできることを考えた
いと思いました。



•どこの世界の人々も平和を願っ
ているとわかっ た。外の国のこ
とを学ぶことで今世界で何が起
こっているのか，今何が大切な
のかしっかりと 考えられたと思
いました。



• ・ぼくは英語は人と人とがつなが
るかけはしだと 思います。



•外国語では他の国の文化を知ることができ
まし た。他の国の文化を知ることでその国
の文化を 尊重することで，お互いが仲良く
できることが わかりました。また，覚悟や，
失敗しても大丈 夫などのことを学べました。
言葉が通じること は人と人がつながること
だと思いました。外国 語を学ぶことで世界
がつながり，平和になると 思いました。自
分はこれからももっと学んで成 長したいと
思いました。





「なんで外国語を勉強するの？」


	なんで外国語を勉強するの？
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	なんで外国語を勉強するの？
	Slide Number 5
	3年生
	トラベルテディ
	4年生
	給食プロジェクト
	給食プロジェクト
	多言語で「りんご３こください」
	5年生
	文字って何だろう
	自分の調べたいことを調べて発表
	身のまわりの「外国語っぽいもの」
	落語ティックダイアログ
	Slide Number 17
	Slide Number 18
	Slide Number 19
	チョコレートプロジェクト
	Slide Number 21
	6年生
	My School Life(N.H.E)p.20 �宝物は何？→水運び体験
	Slide Number 24
	夜間学級の生徒さんから
	Slide Number 26
	Slide Number 27
	What is PEACE?
	https://youtu.be/D9DZA1Svf5o�
	Slide Number 30
	Slide Number 31
	Slide Number 32
	Slide Number 33
	Slide Number 34
	Slide Number 35
	9年生英語科の授業で翻訳・コメント
	　　　　　英語じゃない・・・
	�「9年生が訳してくれるの、　　�　いつ？」
	　　　　　　やっと読める！
	Slide Number 40
	Slide Number 41
	Slide Number 42
	Slide Number 43
	Slide Number 44
	Slide Number 45
	Slide Number 46
	Slide Number 47
	Slide Number 48
	Slide Number 49
	Slide Number 50
	Slide Number 51
	Slide Number 52
	Slide Number 53
	Slide Number 54
	Slide Number 55
	Slide Number 56
	「なんで外国語を勉強するの？」

