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題材名

授業実践

“Break the Language Barrier!"
-思いや考えの伝え合いを積み重ねた相 互理解的議論 一

(第3学年)

2

題材の目標
異文化をもっ人々とのコミュニケーションに漠然とした困難を感じている子どもたちが， 思いや考えを
わかりやすく伝え合うための表現を工夫しながら， 来日する外国人と言語の問題について英語で議論を積
み重ねていくことで， 異文化・異言語をもっ人々とのコミュニケーションについて考えを深めることがで
きる。
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題材観
(1)異言語を介してかかわること
日常のコミュニケーションに おいて， 私たちは
単に事実や情報の授受をしているだけでなく， 頻
繁に思いや考えも伝え合っています。 互いの思い

や考えには， その人の感情や信念， 価値観などが
にじみ出て おり， そのやりとりが相互理解を深め，
豊かな人間関係を構築していくことにつながって
いると言えるでしょう。 言葉を介して思いや考え
を伝え合うことは， 自分とは異なる考え方や文化
をもっ相手の思いに寄り添いながら， 相手を理解
し， 受け入れようとすることであり， さらには自
分の考えを理解してもら おうとすることでもあり
ます。
①異文化・異言語をもっ人々と私たち
近年， 日本において， 日本語以外の言語を話す
外国人が多くなってきています。 また， 私たちが
海外に出かけたり， 日本語が堪能でない人とコミ
ュニケーションしたりする機会も増えてきていま
す。 その際， 英語をはじめとした異言語を話すこ
ともあるでしょう。 相手が異言語を話す人であれ
ば， 考え方や文化の違いはさらに大きく感じるこ
とがあり， とりわけ言語を介してのコミュニケー
ションが難しくなることが予想されます。 そして，

言葉が通じにくい， という理由だけで， 相手との
コミュニケーションをあきらめてしまったり， 相
手とコミュニケーションを図ることに恐怖を感じ，
かかわろうとさえしなくなったりしてしまう状況
も考えられます。 しかし， 母語ではない言語を介
してコミュニケーションを図る際に， 伝えること
が難しい言葉の裏にある思いを必死にくみ取ろう
としていくことや， 言葉は 不十分であっても， 相
手が伝えようとしている考えを尊重しようとして
いくことで， r文化や言語の壁jを越えたコミュニ
ケーションが図られます。 最初は 「壁」だと感じ

られた異文化や異言語が， 私たちと異文化・異言
語をもっ人々とを強くつなぐでしょう。
②文化や言語の壁を乗り越える
異文化や具言語をもっ人々とかかわる際には，
必ず言語の壁が立ちはだかります。 単に相手が話
す言語の知識を得たり， 簡単な会話を翻訳できる
機器を用いて一方的に目的を果た そうとしたりす

るだけでは，この壁は大きく立ちはだかったまま，
相 互理解していくことは難しいでしょう。言語は，
人と人とをつなぐものであり， 聞き手と話し手が，
互いの伝えたいことを推し量りながら主体的にか
かわるために使っていくものです。 臆せず話しか
ける，笑顔で話す，わかったふりをせず 聞き返す，
あきらめないで伝える， 覚えた言葉を積極的に使
うといった姿勢により， 異言語を話すことに固執
せず同じ目的を楽しむ機会が生まれ， 互いの文化
についての議論を楽しむことにもつながるでしょ
フ。
スピーチフォーラムの一つで、ある TED で， 17
歳の超多言語話者として登場した百m Donar は
“Learning a language is
learning to communicate
with people，
learning
about foreign cultures.
Knowing a language is a
lot more than knowing a couple of words out of
a dictionary. You can translate words easily， but
you can't quite translate meaning. "と訴えまし
た。 Timに限らず，私たちが異言語を学ぶことは，
実際のコミュニケーションの中で， 異言語を介し
てコミュニケーションを図ることの難しさや異文
化をもっ人とかかわることへの不安を乗り越える
ことです。 また， 実際に人とかかわりながら相手
の言葉の奥にある思いや考えを理解し， 異言語を
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話す人々の文化を受け入れていくことでもあるの
です。 このように， 異言語を学ぶことは 世界中で
様々な文化をもち，
様々な言語を用いて
生きる人々の思いを
知ろうとすること，
そのものであると言
えるでしょう。
(2)異文化・異言語
を話す人々とのかかわりについて考えること
私たち日本人が外国に行くと， 異言語があふれ
る 世界に圧倒されながらも， 必死で商品を注文し
たり， その土地で出会った人とのちょっとした会
話を楽しんだりすることもあります。 このように
異言語を話す人とのつながりを感じていく一方で，
異文化・異言語に対する違和感がコミュニケーシ
ョンを消極的にしたり，異文化・異言語をもっ人々
に 対して偏見や差別をもたせたりしてしまう状況
があることも実感することがあり， 時としてへイ
トスピーチなどの異文化問題にまで発展するケー
スもあります。
①異文化・異言語をもっ人々の思いに寄り添う
その国に滞在する
のであれば， 現地の
言葉を流ちょうに話
すべきかという問題
は， 多様な文化・言
言吾をもっアメリカで
は， 時や場所を選ばず， 大きな問題となっていま
す。アメリカのめc NEW Sが制作している社会派
ドッキリ番組 “WWY D? (What Would You Do?) "

で放送された， あるヒスパニッ ク系親子に対する
言語差別問題が， アメリカ国内で話題となりまし
た。 番組 内では， 英語が堪能な娘役と， スペイン
語しか話せない 母親役がテキサスのレストランで
英語が話せないことを理由に“ U se English. This
is America ." “You can't order coz you can't read
English. Go back to your country. "のような暴力
的な言葉をから浴びせられ， 冷酷な差別を受ける
という場面を演じました。 これが番組 だと知らな
い周囲の人々は， 親子を守るために， 次々と立ち
上がり， I皆同じようにこの国に住む資格がある」
I�アメリカ語』じゃない， �英語』なんだJ I お 前
だ、って外国に行けば その土地の言葉を学ぶだろう。
彼らは学んで、いる最中なんだJIありのままの他人
を受け入れるのが特に重要なの」と， それぞれの
異文化や異言語に対する思いや考えを涙ながらに
伝え合い， 親子を理解しようと努め， 異言語を話
す人の思いに寄り添いました。 様々な文化をもち

多様な言語を話す人々が集まるアメリカでは， そ
の歴史の中で多様性を認めることが大切にされて
おり， その価値を学ぶために英語以外の言語を学
ぶ人も少なくありません。 言語を学ぶことで， 異
文化を知り， 異言語を話す人の思いを知ることが
大切だと考えられているからとも言えるでしょう。
そして， こういった異文化・異言語をもっ人々が
集まってきているのはアメリカだけではありませ
ん。 私たちの住む日本に おいても， 多様な文化・
言語をもっ人々と共にどのように平和や幸せを築
いていくのか考えるべき時が来ているのです。
②異言語を話す人々とのかかわりについて議論す
る
オリンピッ クが 2020年に東京で開催されるこ

とが決定し， 来日する外国人も年々増えてきてい
ます。 様々な観光施設や飲食庖では英語表記のメ
ニューを用意し， 英語や中国語での対応を始めて
います。 来日する異言語を話す人の中には， 片言
ではありながらも「アリガトウJIコンニチワJI "-'
ハド、コデ、スカ?J のような日本語を学び， 日本人
とコミュニケーションを楽しもうとしています。
私たちの中にも， 片言の英語と日本語まじりの表
現で， 異言語を話す人と必死に思いを伝えようと
する人の姿を多く見かけるようになりました。 そ
の一方で， 外国人だからという理由で排除しよう
としたり， 日本語を話すことができないのではな
いかという偏見から， かかわりを拒んだりする人
も少なからずいることも事実です。
異言語を話す人とのかかわりについて英語で議
論することは， 日本で異言語を話す人々や私たち
が外国で異文化に対してどのようにふるまうべき
かを考えていくきっかけになっていくでしょう。
言語の壁を感じた経験があるからこ そ， 言語の
壁を乗り越えた先にある， 人とのあたたかいつな
がりは， 尊いものとして互いの人生を 豊かにして
いきます。 そして， 言葉では伝えきれない相手の
思いに寄り添うべき私たちの姿勢を問い直し， 私
たち一人一人が異文化・異言語をもっ人々とどの
ようにかかわっていけばよいのか， さらには， 日
本の今後のあるべき姿について考える第一歩とな
っていくでしょう。
③異言語で相互理解的議論をするために
母語ではない英語で理解していることを伝え合
いながら， 議論を深めていくには， 話し手と 聞き
手が上手に伝え合うことが難しし、からこ そ， 思い
や考えをわかりやすく伝える表現や， 聞き手が理
解していることを積極的に示す姿勢が必要となる
でしょう。 例えば “ 1 agree with you， but you
don't have to be afraid. " “1 think so. It's also
difficult for me to talk to new people. "のように，
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相手の考えを 聞いた後に， 賛同したり共感したり
してから自分のことを話せば， 聞き手が理解して
くれたことを感じ， さらに本音を話したくなるで
し ょ う 。 ま た ， “People from other countries
should speak Japanese in Japan because they
can enjoy Japanese culture morぜ'や“You can
enjoy Japanese culture without Japanese. For
example， there are many English signs in
Japan now. "など， 理由や例を明確に示すことも，
相手が理解できるように努める工夫の一つだと言
えるでしょう。
また， 相手の思いに寄り添いながら “What do
you think?" や “1 mean， smile is important
because it's a good way to connect people， right?"
のように話し手の真意をくみ取ろうとしたり， 相
手が理解できていないと感じれば， 相手がわかる
ような言葉を選んでいくような伝え方も， 異文
化・異言語をもっ人々とのコミュニケーションに
は必要なことでしょう。 伝わったり伝わらなかっ
たりする経験を実際のコミュニケーションの中で
実感していくことで， 聞き手として， 言葉だけで
なくジェスチャーを活用したりうなづいたりしな
がら理解を示していく姿勢にもつながります。 こ
のような経験をたっぷり積み重ねていくことで，
異文化・異言語をもっ人々の思いや考えを理解し
ようとする心情が主体的にかかわっていこうとす
る姿勢や言葉にも反映されていくことでしょう。
4

(3)子どもたち と異文化コミュニケーション

子どもたちの住む町でも， 異言語を話す人や異
文化をもつだろうと思われる人を見かけることが
増えていきます。 地図を持ってスマートフォンと
格闘している外国人や， 家の近くに引っ越してき
た異文化をもっ人と出会ったとき， 子どもたちは
どのようにかかわっていくのか， 判断を求められ
ます。子どもたちにも，主体的に異文化をもっ人々
とかかわっていくことができる機会が訪れるとい
うことでしょう。 どのような言葉を話すのか， ど
のような考えや価値観をもっているのか， はじめ
は戸惑う子どもたちも， きっと それぞれの方法で
相手の思いを確認し， 豊かな人間関係の構築につ
なげていくことでしょう。 また， 自分の経験や判
断をもとに， 人と人とがつながるコミュニケーシ
ョンを図ろうとする子どもたちは， 文化や言語の
壁を越えたあたたかいつながりを周囲の社会へ広
げていくことも可能です。
子どもたちは， 思いや考えを必死で伝えようと
する中で， 失敗や誤解を多く経験していくからこ
そ， 伝わった喜びを実感し， 母語ではない言語を
学ぶ価値に気づきます。 異文化をもっ人々と主体
的にかかわろうとする そのような姿勢が， 言語や
人種， 思想、や価値観の壁を打ち破り， 多様な文化
を受け入れながら， 人々とあたたかい社会をつく
っていく子どもたちの姿を願っています。

該当する学習指導要領の内容
(1)言語活動
ア 聞くこと

(エ)話し手に 聞き返すなどして内容を確認しながら理解すること。
イ 話すこと
(イ)自分の考えや気持ち， 事実などを 聞き手に正しく伝えること。
(エ)つなぎ言葉を用いるなどのいろいろな工夫をして話を続けること。
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授業実践

(1)異文化・異言語をもっ人々の思いに寄り添
つ

授業者は子どもたちに“What is the most
useful Japanese word or sentence for people
from other countries when they come to
Japan?" と尋ねました。 すると， 子どもたちは，
“Arigato" “"-' wo， kudasai" “Doumo"など， お
礼や買い物に使う短い日本語を挙げました。 そ
こで授業者は， Cathy Catという日本在住のア
メリカ人レポーターが， 日本に滞在している外
国人に， 実際に使ってみて便利だと感じる日本

know 'Arigato' and ‘Kanpai'. " “ ‘Oishi. '
Because we had a good food last night. We
tried to understand how to say what's really
good. "と外国人が説明していたり， “ ‘Oishi'
helped
you
yesterday
with
the
communication?"というレポーターとのやりと
りもあったりすることで， これらの日本語が互
いのコミュニケーションを円滑にしていくこと
を感じたようでした。 子どもたちは動画を観な
がら， 以下のようなことをつぶやいたり仲間と
言苦したりしました。

語についてインタビューをしていく動画を子ど
もたちと共に観ました。 動画の中で， “1 only
一 英語科3-

-1どこですかJが「どうこですく」に 聞こえる。
日本語の発音は難しいのだろう
. Many people can't speak Japanese well.

識する姿も見られました。 以下は子どもたちが
書いた授業の振り返りです[詳細は資料1L

・「どこですかjは旅には欠かせない

-私は英語ができなくて発音も下手だけど， 日
本語ができない外国人目線で考えることがで
きた。動画のほとんどはあいさつだったけど，
あいさつは， やはり大事だと感じた
. Japanese is much more difficult than

-外国人の視点で初めて日本語のことを考えた
・"Arigato"はみんな知っている， 感謝は一番最
初に覚えたい言葉なのだろう
-私たちが英語を話すときも， このように少し
変に 聞こえているのだろうか。 心配になった

English. But Japanese can tell my feeling
more than English.
. Takuma's idea is amaz ing. We were imaged

など
ここで授業者から， “Do you have any good
Japanese words to have a good time in
Japan?"と尋ねました。 子どもたちは， 来日す
る外国人の立場に立って， 具体的な場面を想定
しながら， 便利だと考える日本語を思い思いに
挙げていきました。 以下は子どもたちが伝え合
った 「外国人にとって便利な日本語」と その理
由です。

by the word. Japanese original word makes
us special feelings.
. 1 think new words are very enjoyable， but
we should treasure some traditional words.
. There are many words that you can't say in
the exact way you want to in English. They
are unique and you can understand their
culture from those words.
-こうしてカタコトでもいろいろな国の人と話
すことができるのはおもしろいと，思った
など

. Arigato---No one doesn't want to be said.
. Arigato---We help someone and someone
help us. If we tell someone“Arigato， " that
person feels relieved.
. Yabai---If you have troubles， you use this
word. You'll be saved.
80rena---This means“1 agree. " It's easy to be

来日する外国人が日本語を話すことに肯定的
な思いが多いことを確認したところで， 授業者
は“80， when you go to America， do you want
to speak English， too?"と尋ねました。自信をも

friends.
. Don-mai---This makes people happy when

って「話したしリと語る子どももいれば， I上手
に話せないから， 恥ずかししリ と話す子どもい

someone makes mistakes.
. Itadakimasu---This isn't used in foreign

ました。 そこで授業者は， Iアメリカにも英語が
うまく話すことができない人がいることJIアメ
リカに住む人々は英語を話すことができない人
のことをどう思っているか」を次の時間に考え
ていくことを伝えて授業を閉 じました。

languages. It's a unique Japanese word.
など
子どもたちは様々な日本語を挙げていく中で，
「一言で気持ちが伝えることができて簡単JI相
手が嬉しくなるJ I日本にしかない独特な言葉」
I 1語で様々な状況に対応できる」などを理由
として共有していきました。 外国人にとって，
日本語を少し使うとコミュニケーションが楽し
くなることと
同時に， 自分
たちが外国に
行二ったときに
話す英語は，
少し変に 聞こ
えているので
はなし、かと不安になっていることを話す子ども
たちもいました。 また， 日本語のもつ美しさや
独 特な言い回しに気づき， 日本語のよさを再認

(2)What Would You Oo?-あなたならどう する授業者はアメリカの“What Would You Do?"

というテレビ番組 を子どもたちに紹介しました。
番組 の中で， 周囲の人々は英語をうまく話すこ
とができない親子を救 おうする姿に， 感動して
目を潤ませる子どももいました。「よい話だJI私
も英語をまだうまく話すことができないが， 助
けてもらえるだろうかJI英語が話せないことで
差別されてはいけなしリと，異言語に対する様々
な考えをもち始めた子どもたちに， “How about
in Japan? Do you think people from other
countries should speak Japanese?" と問し1か
けました。 子どもたちは以下のように思いを仲
間と共有しました。
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. カタコトの日本語でもコミュニケーションは

日京語を話さなくてもよい】

できる。 まったく話さないのは苦しいだろう
l・英語でも日本人とはコミュニケーションでき
る。 日本人も英語を勉強している人が多い
: . Japanese is difficult. 1 think they don't have

/

to speak perfect Japanese.
: . Most Japanese people can't speak English.
80 they have to speak Japanese to
: communicate.

C_ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

Many
Japanese
people
understand
English and
English.

など

様々な意見があることを確認し，授業者は「外
国人は日本では日本語を話すべきだ」について
みんなで考えていくことを伝え， 次時に入りま
した。
(3)仲間と思いや考えを伝え合う
「外国人は日本では日本語を話すべきだjと

いう話題に関して， 自由な立場で話し合ってい
くことを提案しました。 授業者からは“外国人向
けの旅行質問 "ウェブページ「日本の旅は日本語
を話さないと難しいか」という資料を準備し，
子どもたちに配付しました。

【日本語を話した方がよい】
1 think they should speak Japanese.

can't
speak

【日本語を話した方がよい】
1 think so， too. Japanese is a

、

、

Japanese culture. They should study
Japanese culture， too.

They.• dらn't have to speak Japanese， but if
'the予r speak Japanese， I'm happy. 1 want
thèm to know Japanese is beautiful.
子どもたちは， 仲間と話し合いながら以下の
ような考えをもちました。[詳細は資料2]
.

1 think they should speak Japanese.
Japanese is beautiful. When they learn
English， they will learn how Japanese
people think and see things. 80， they can
enjoy life in Japan.
. They need not to speak English. English is a
universal language. Japanese people can
speak easy English with them.
. They don't have to speak Japanese， but if
they speak Japanese， their trip will be
more fun.
. 1 think it's important to communicate with

子どもたちは 「外国人は日本では日本語を話
すべきだ」という話題に関して， メモに書かれ
た内容をもとに， ベアやグループ。で、自由に考え
を伝え合い，様々な価値観にふれていきました。
また， 聞き返したり相手が理解しているか確認
したりしながら， 聞き手にわかりやすく伝わる
ような表現の工夫を学んでいく子どももいまし
た。 外国人には日本語を話してもらいたい， 日
本語を使うことで仲良くなれる， と伝える子ど
ももいれば， 日本人も英語を話すことで歩み寄
るべきだ， 彼らの言語を尊重するべきではない
のか， というような話題についても話されてい
ました。 子どもたちの話し合いは次のように進
みました。

people， so if they can tell their thoughts， it
doesn't matter what language they speak.
. Japanese is beautiful words. 1 want many
people to try to speak and learn Japanese.
など
ベアやグループで、思いや考えを伝え合った後，
全員で思いや考えを共有する時間を設けました。
子どもたちが書いたメモをあらかじめ把握して
おき， 黒板に大きなカテゴリーを示しながら子
どもたちの思いや考えを示しました。
思いや考えを伝え合った子どもたちは， 話し
合いで挙がった話題について， 次のような感想
を書きました。
英語科5

\

も伝えようとする気持ちがあればよしリ という
ような， 来日する人の立場にたって考える子ど
もが多く見られました。 子どもたちの考えが，

. I like languages because it's a tool for
is
communication.
Communication
important. I think all languages are great.
. Japanese people can't speak other countries'

異文化・異言語をもっ人々とのかかわり方にぐ
っと近づいたことを確認したところで次時に入
りました。

languages. American people can't speak
Japanese well. But they effort to tell their
opinions. They don't speak well， but I'm so
happy.
. To respect other language is a good idea， but

(4)言語の壁を打ち破れ

ここまでに子どもたちは 「外国人は日本では
日本語を話すべきだJ について， 異言語を話す
人々の思いにふれながら議論を重ねてきました。
子どもたちは言語の種類に関係なく， 伝える気
持ちがあればコミュニケーションは楽しめるこ

Japanese is a good language. I hope
someday they can speak Japanese well.
-言葉は違えど僕たちは同じ地球に住む人問。
英語だから， 日本語だから， でコミュニケー

とや， 異言語・異文化をもっ人が自分たちの文
化を味わってくれることでさらにコミュニケー
ションを楽しめるのではないか， という思いを
共有しました。 また， 子どもたち同士が話し合
いの中で感じた， 多くの価値観にふれることが
楽しい， 理解してもらえて嬉しいといった感情
も， 異言語を話す人々の思いを知る過程のーっ
となったようでした。
ここで， 授業者は実際に静岡大学にインドか
ら交換留学生として来日したGreeshmaの日記
を見せました。

ションがとれないわけない。 自分の伝えたい
ことを一番伝わる形で話せばよい
To try to speak other languages is
important.
think everyone wants to make a better
place in Japan.

•I

-言葉にいろいろな思いをみんながもっていて
やはりコミュニケーションがとれれば， どの
言葉を使ってもいいと思った
. It's difficult to learn languages. 80， if the
person who lives in other countries speak
Japanese， I'm very happy.
I want foreigners to speak Japanese because
if they speak Japanese， they may like
Japanese culture. I am happy that
foreigners like Japanese culture.
子どもたちが書いた感想は英語・日本語にか
かわらず紙面にして配付しました。 子どもたち
-

ー

�_.;:

は様々な価値
観を大切にし
ながら， 思い
や考えにふれ
ることを楽し
んでいました。

記述の中には，
「多くの人に
日本語を話してもらいたい。 日本語のよさを知
ってほしし、からJI日本語は難しし1から無理に話
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I already knew that my host family likes
Indian Curry. But still it was a shock to me
that they absolutely loved curry!! We had a
wonderful time cooking together and having
a curry partぁ where I made even more
friends! We went to a view point near
Hamanako and it was an amaz ing trip. My
mamasan(R eikosan) and me connected with
each other so beautifully that we ended up
talking till2 in the morning! Keichan and me
enjoyed playing legos and puzz les together.
From all this， I have realized that to connect
with someone all you need is the heart for it，
and the birth country or culture or language
is no barrier for it!
子どもたちは， Greeshma が文化や言語の壁
を乗り越え， 人とのつながりを楽しんでいる姿
を想像したようでした。 特にカレーパーティー
を開催したことや， ホストファミリーと一緒に
出掛けたこと， そしてパズルやレゴで一緒に遊
んだことなどがあたたかい関係づくりの要(か
なめ)となり， 言語や文化の壁を乗り越えたよ
うな思い出になっていることを感じた子どもた
ちが多かったようでした。 ここで授業者は，

英語科6

“You speak Japanese well， but your English
isn't perfect. When you see someone who
doesn't speak Japanese well， how can you
break the language barrier?"とし、うテーマで，
これまでの話し合いをもとに， 子どもたち一人
一人が それぞれの経験， 思いや考えを言語の壁
を打ち破るための方法に変えて， 仲間に提案し
ていくように促しました。 子どもたちは， これ
まで議論を重ねてきたように， 異文化・異言語
をもっ人々への思いや考えを， Greeshmaの日
記にあるような具体的なかかわり方と絡ませな
がら， 自分らしいかかわり方を考えていきまし
た。 ここで授業者から子どもたちに， キーワー
ドをカードに書くように勧めました。 視覚的に
伝えていくことで， 英語で伝える際に心理的な
不安を下げることにつながり， 英語での議論に
参加しやすくなると考えられるからです。
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ここで授業者から， 全員で議論していこう，
となげかけました。 授業者は黒板にキーワード
カードを貼りながら， 子どもたちの意見の要点
を 黒板に示し， 子どもたちの発言に耳を傾けま
した。 時折， 英語で即興的に上手に伝えること
ができず， 日本語になってしまったり， 止まっ
てしまう子どもに
は， 授業者から伝
えやすい表現に変
えて質問したり，

制刷槍

P制民

T(name) : 1 think we should play Pokemon
together. It's easy to talk about
games because we can enjoy the
same tOpC
l .
N(name) : My keyword is ANIME. Now
anime is very popular all over the
world. It's loved by everyone. We
can enjoy talking about it.
T(name) : Yes， same topic is nice to talk.

対話の相手になっ
ている子どもに思
いを英語で代弁し
たりしながら， 自

.，_

キーワードカードをもって， 子どもたちは仲
間と積極的に意見交換をしていきました。 仲間
の独創的な考えや価値観にふれ， 誰も思いつか
ないアイディアや， その人にしかできなし、かか
わり方など， 自分自身の価値観さえも揺り動か
されるような考え方にも出会った子どもたちは，
授業者と共に積極的に思いや考えを伝え合う中
で， 互いの伝えたい内容を推し量りながら， 意
見交換していくことを楽しんでいました。 次回
の教室では， クラス全員で議論していく予定で
あることを告げて授業を閉 じました。
本時の授業では， まず， 授業者が子どもたち
にキーワードリストを配付しました。 前時で意
見交換をしていない仲間のキーワードを見て，
「え?なにこれ! J と声をあげたり， ニコニコ
しながら印をつけたりしている子どもを確認し
たところで， まだ意見交換できなかった仲間と
話してもいいことを伝えました。 キーワードを
頼りに， 聞いてみたい仲間のもとへ次々と話を
しに行く姿が見られました。 子どもたちは以下
のような言百をしました。

由に思いや考えを
伝えていく姿勢を大切にしました。 以下は子ど
もたちの実際の議論に， 授業者も足場かけをし
ながら加わっている会話の一例です。
(Keyword: New language)
R 1 think“New language" is good because we
need one language to be friends. We
should make a new lan伊lage.
8: But we speak English. English is...英語と
いう共通の言葉があるのに。
T(Teacher) : 80 you think English is a
common language in the world， right?
8: Yeah， we should speak English to make
them happy in Japan. English is spoken
all over the world.
(Keyword: Picnic)
R I'd like to go on a picnic with them. We
could cook together， talk， play， ...I mean，
spending time together is very important.
8: It's very fun. My keyword is 8tone 80up. It
means “Potluck party， " and people can
enjoy cooking and eating food together.
Food can go over the wall. Food is a
common language to me.
英語科7

子どもたちは黒板に示されたり， 既に仲間が
伝えたことを活用しながら， 自分の考えを伝え
ていきました。 聞いている子どもたちも， うな
づいたり， “Oh. "とうなづいたりしながら， 考
えを伝え合うことを楽しんでいました。 キーワ
ードは それぞ、れ異なっていても， 異言語・異文
化をもっ人とかかわる際に， 相手の立場に立っ
て接することや一つのことを楽しむことで言葉
の壁を乗り越えていくことができる思いを共有
していきました。 キーワードを“Movie"と考え
た子どもは， “We can share our feelings. To
share
something，
the
language isn't
important. Our heart. "と伝えながら， shareや
heart， feeling というような言語の先にある思
いや気もちにかかわる英語表現を用いて， 自分
なりの異言語・異文化をもっ人への思いを伝え
ていく姿がありました。 思いや考えを伝え合っ
た子どもたちは， 以下のような感想を書きまし
た。

. There are many languages in the world.
English is spoken in many countries， but
people in some countries use their own
languages. 1 think it is good to try to break
the language barrier， but even if we can't do
this， other people may feel our challenges. We
should have a smile all the time and try to
communicate with other people.
など
子どもたちは言語を学ぶ難しさを感じながら
も， 言語だけではないコミュニケーションのあ
り方を， 互いの英語のやり取りを通して学んだ
ようでした。 キーワードに書かれている子ども
たちの具体的なかかわり方は， 言語の壁を打ち
破ってし、く方法の一つになりうるでしょう。

. We play sports and break the language
barrier. We play them without speaking， but
we have the same rule. If we eat delicious
food， we only say “delicious" ， and we enjoy it
together.
. If we play games with people from other
countries， we don't have to understand each
other's language. We can talk about the same
topic. Play games and we can be friends
easily.
. Knowing about each other is important to
break the language barrier. If we like each
other's culture， we can talk about it. To know
about each other is talking what we love.
. If there's only one language in the world， it's
easy for us to live， but there are a lot of
languages now. If we want to break it， we
should not use only one language.
. You can do many things together. There are
many ways to break the barrier!
. Learning languages is very difficult， but it's
important to take communication. 1 think if
we learn another language， we may learn
cultures in the countries.
sports， games， ...we don't need any

子どもたちが仲間に英語で思いや考えを伝え
る際に， 即興的に英語で伝えられずもどかしい
思いをしたり， 相手の伝えたいことを推測した
りすることで， 例え言葉が上手に伝わらないと
きも， 相手の思いや気もちを大切にして話すこ
との価値を実感したことでしょう。 また， 同じ
時間を共有したり， 数少ない言葉を介しながら
同じことを楽しんだりすることで， 異言語・異
文化の違いさえも楽しみながら， 言葉を超えて
人と人とがつながつていくことがでで、きるという
思し、ももつたことで、しよう。
子どもたちが， 世界中に生きる異言語・異文
化をもっ人々に思いを馳せながら， 多様な人々
や文化との出会いを楽しみ， 手を取り合いなが
ら共にあたたかい社会をつくっていく姿を願い
続けていきたいと思います。

languages to enjoy them. But we can't break
the language barrier by only them. 80 we
should study English. If we can speak
English， we can have enough communication.

英語科8
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侵業内の「メモ」
子どもたちは自分の思いや
考えを伝え合う前に一度司視
化して，伝えるための準備をし
ましだ。仲間と伝え合う際， は
じめは読んでいる子どもち，相
手を替えて話していくうちに，
紙を見なくてち話せるように
なっていきましだ。
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慢業の振り返り
感想や振り返りは「英
語でち日本語でちょい」
と伝えてあります。 1年
生から英語 で書く子 ど
ちもいます。 感想を紙面
にして配惜したり， 教師
からのコメントを英語
で伝 え た りして いくこ
とで「英語でも伝えられ
る」ことを子どもたちは
実感していきます。

[資料2) People who come from other countries s hould speak Japanese in Japan!?

1 think they don't have to speak
Japanese because they must be
able to speak Japanese better
than their useful language.
l1's too difficult for them to speak
that they can't understand.
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They will learn how

Japanese people think and see
things.
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speak

enjoy

Japanese life in Japan.
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Japanese.

Because Japanese is Japanese
They

Japanese culture.

Japanese in Japan. Japanese is
beautiful.

They

culture.

speak
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