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七ヶ浜町教育委員会 
 



   英語コミュニケーション 

授業参加者集約用紙 

                           

【七ヶ浜町立亦楽小学校】 

№ 参観日 参観数 団体名 主な懇談内容 

１ 4/22(日) 25名 

 

授業 

公開 

学年 

5年 

亦楽小保護者 

（学習参観日） 

○PTA 総会での校長の学校経営説明と学

年・学級懇談会で各担任より保護者へ２年目

の英語コミュニケーション教育について説明。 

（懇談会の話題） 

① 高学年でも子供たちが盛り上がって

楽しんでいた。 

② 英語Ｃの学習を見ている自分も楽し

かった。  

③ いろいろな方法で英語に触れられて

いる。授業に工夫が見られる。 

④ ALT と担任の先生の息がぴったり合

っている。子供たちと ALT の関係も

とてもよく見えた。 

⑤ 中学生までこの楽しさが続けばよい

と思う。 

２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5/7（月） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4名 

 

 

 

10名 

 

授業 

公開 

学年 

6年 

 

 

 

 

 

 

 

県仙台教育事務所長他 

 

 

 

七ヶ浜町ボランティア 

友の会運営委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 七ヶ浜町の取組は今後期待できるも

のである。また，他の学校の取組の参

考になり得るものであると感じた。 

 

① どの子供からも積極的に英語を話そ

うとする姿勢が感じられた。 

② みんな楽しそうに英語Ｃの学習に取

り組んでいた。 

③ 外国人の先生と積極的にコミュニケ

ーションを図ろうとする姿が見られ

た。 

④ 外国人のネイティブな英語にいつも

触れられる学習環境は素晴らしい。 

 

 

 

 



３ 6/8(金) 2名 

 

授業 

公開 

2年 

学校評議員 

（学校評議員会） 

① ネイティブと日本人の発音には違い

があり，それを聴き取る力が必要だ。

小さい頃からネイティブと学ぶこと

で，先生と子供，子供も子供の積極的

なコミュニケーションが生まれると

思う。 

② 地域で外国人と関わっているが，英語

は慣れないと聴き取ることが難しい。

小さい頃から外国人の発音を耳にで

きる七ヶ浜町の取組は素晴らしい。 

４ 6/21 (木) １６名 

 

 

１２名 

 

 

授業 

公開 

学年 

6年 

宮城地区小中学校教頭

会研修会 

 

七ヶ浜町英語Ｃ推進委

員会  

中学校英語科教員 

① 明るい表情で英語を話す児童，男女関

係なくコミュニケーションを図る児

童，根底には「あたたかな学級づくり」

があることが伝わってきました。 

② 本題材「七ヶ浜にあったらいいもの」

は，志教育や総合的な学習にもつなが

り，ふるさと教育にも関わるものでし

た。英語Ｃを学ぶ中で，ふるさと七ヶ

浜への将来のイメージをもったり，互

いがスタンツを通して相互理解を深

めたりと，多方面な教育への効果が期

待できる英語Ｃだと思いました。 

③ ＡＬＴの発音を生で聞き，反復するこ

とで耳も慣れ，英語そのものを身近に

感じることができていました。英語へ

の抵抗感はほとんど無いように感じ

られました。 

④ 教師の指導力があってこその「明るく

楽しくおもしろい授業」「英語嫌いを

出さない授業」であることが分かりま

した。 

⑤ 「明るく楽しくおもしろい授業」をつ

くるためには，まず子供との関係づく

り，がベースになると思います。これ

まで子供たちと共に築いてきた学級

づくりがよく表れた授業でした。授業



のテンポ，様々な仕掛けが明るい雰囲

気を作り出す源となっていました。 

⑥ 「何を」「どのように」の「どのよう

に」の部分で，七ヶ浜町では「明るく

楽しくおもしろい」授業づくりの基盤

（肝）としていることが分かりまし

た。 

⑦ ＡＬＴがもっと子供の中へ明るく積

極的に入っていくと，もう一段盛り上

がりが見られたのではないかと感じ

た。ＡＬＴが子供たちとコミュニケー

ションを楽しんでいる様子が見られ

ると，児童に安心感が生まれ，英語を

使ってみようという意欲が高まるこ

とが期待される。 

⑧ 学習における既定のフォーマットが

あるということが，他の教科同様，英

語Ｃの授業でも有効であることが確

認できた。担任とＡＬＴは事前打ち合

わせである程度コミュニケートがで

きているが，ランダムな相手との活動

の際に，互いに遠慮する様子が見られ

たことから，児童とＡＬＴの間ではま

だ十分ではないと感じた。この点にお

いて，「楽しさ」度数に今後の伸びが期

待できると思う。担任がＡＬＴに何度

も発音練習を促していたことは，ＡＬ

Ｔ活用の基本。どの授業でも取り組め

ることであることを確認したい。 

⑨ 活動する子供たちの表情や声から，

「明るく楽しくおもしろい授業」が達

成できていると感じた。特に，最後の

Telepathy timeで，我先にパートナー

を探し出す姿からは，子供たちの英語

を使いたいという，友達のことをもっ

と知りたいという気持ちが溢れてい



た。また，このように自信をもって活

動できたのは，必要な単語や表現をス

モールステップで十分に練習を積ん

だからだと思う。中学校では，このよ

うに小学校で慣れ親しんだ英語を使

って，さらに会話する楽しさを味合わ

せるような授業づくりを心がけたい。 

⑩ 児童の意欲の高さを強く感じた。担任

が全員挙手するまで指名を待つ姿勢

が参考になった。話したい，伝えたい

という子供の意欲を全員から引き出

すというのは，素晴らしいと感じた。

自分たちの七ヶ浜町を題材にし，希望

するもの，欲しいものをトピックとし

て活動が行われることは，児童の意欲

を高め，「明るく楽しくおもしろい授

業」をつくりあげる上での原動力とな

った。 

⑪ 英語というツールを介して，本当に一

人一人がコミュニケーションを図っ

ている授業だったと思います。サイレ

ントは，言葉を使わないで身振り手振

り，さらには表情で自分の思いを伝え

る，理解することができている姿，コ

ミュニケーションしようと外に開い

ている子供たちの姿に感動しました。 

 

５ 7/5(木) ６名 

 

授業 

公開 

学年 

３年 

 

河北新報社取材 

光村図書教育視察 

 

 

① 教室に一体感があり，「授業はクラス

全員でつくっていくんだ」という勢い

を感じました。参観者も思わず引き込

まれそうな気分でした。同じ英語の表

現でも，表情やしぐさ，声の大きさを

変えることによって伝わり方が違う

ということを，子供たちはＡＬＴをま

ねることやサイレントなどによって

自然に身に付けていると思います。 



② 子供がとても楽しそうに活動してい

ました。これまでの学習が楽しかった

からこそ，積極的に取り組んだり，楽

しんだりする学びの姿があったのだ

と思います。教え込みやカリキュラム

ありきではなく，生のコミュニケーシ

ョンが子供たちの心を突き動かして

いるのだと感じました。英語が学校を

救うのかなとさえ思いました。 

③ 授業の中で，子供同士の「コミュニケ

ーションをとりたい」という思いが伝

わってくる場面がたくさんありまし

た。ＡＬＴの豊かな表現力をまねよう

としている様子も印象に残りました。 

Ｔ２の担任も，ゼスチャーや表情から

楽しそうな様子が伝わってきて，子供

たちも安心して英語Ｃを行うことが

できていると感じました。 

④ 英語Ｃの名前の通り子供たちの互い

のコミュニケーションの取り方の気

遣いの自然さ，ＡＬＴと担任の子供た

ちへの呼びかけ，間合いなど，non 

verbal な部分でも，学習者の習熟と指

導者の配慮を感じました。国際語を習

得する目的はもちろん，日常の学校生

活や一般教科への敷など，校長先生の

大きな目的（目標）が見て取れる授業

と拝察いたしました。 

６ 7/ 12(木) 5名 

 

授業 

公開 

学年 

1年 

秋田県潟上市教育委員

会視察 

① エントランスの部分がとてもよいと

思いました。今日の授業で目指すと

ころをはじめにしっかりと確認する

ことは大切です。パワフルで濃い１

時間は，教室内に子供たちの歓声，先

生方のハッスルする声が響き渡りま

した。「楽しい授業＝分かる授業」を

しっかりと目の当たりにしました。



ＴＴの連携がうまくいっていて，事

前の準備もしっかりできていること

が感じられました。子供が全員好き

な色をＡＬＴに教える際のＴ２（担

任）の絶妙なフォローも見事でした。

リズムとテンポのよい授業・・・，子

供たちと先生方に拍手を送りたいと

思います。 

② あっという間に４５分が過ぎていま

した。学習のねらいが子供たちにも

明確に示され，場面の展開，テンポが

よく，主体的に学ぶ子供たちと教師

の表情や姿に，英語Ｃを核とした，学

びづくりの成果を感じる。 

③ 「英語は楽しい」ということを教師

の姿からも学ぶことのできるよう

な，担任の先生の姿だった。楽しく笑

顔で授業が進むことで，明るい雰囲

気ができていた。また，so-soという

表現や発表の場面で無理強いしない

様子から，教師が子供たちの気持ち

を認めてくれていて，安心して授業

に迎える雰囲気ができている思っ

た。最後に「いつでも見に来ていい」

というスタイルは，プレッシャーも

あるとは思うが，教師の力量もアッ

プし自信につながると思う。学校だ

けでなく町全体で，教師も子供も育

つ素晴らしい取組だと感じた。 

④ この１時間に，町として，学校とし

て，育みたい子供の姿，育みたい人間

力の全てが凝縮されていると感じ

た。この子供さんたちが１２歳にな

った姿，１５歳，１８歳に・・・と未

来像に思いを馳せ，夢を描きながら

共に４５分を過ごさせていただいた



ような心持ちである。英語Ｃ６年間

の系統性が中学校に受け継がれ，ま

た，他教科・領域に波及効果をもたら

し，子供たちの学力向上はもとより，

教師側の指導研さんにつながり，ま

た，安心して受信・発信できる居心地

のよい学級集団づくりにもつなが

り，さらには地域が安心して子供を

預けられる学校づくりを底支えし

て，学校全体の教育力も高まるので

はないかと感じた。「亦，楽しからず

や」・・・校名に込められた教育理念

が，一人一人の子供さんたちに，保護

者に届いているのだと思う。学ぶこ

との本当の意味，楽しさを感得でき

る子供たちは幸せそうであった。結

果を焦らず，１年ごとに検証し，プラ

ン修正しながら，失敗を恐れずにた

ゆまず実践を推進される教師集団に

感服した。普段通りにということで

あるが，目的の共有と方法の工夫，実

践の蓄積が無くてはあり得ないこと

である。当たり前のように実践でき

る指導力の素晴らしさをぜひとも七

ヶ浜町教育のスタンダードとして継

続していただきたい。 

以上 平成３０年４月９日から平成３０年７月２０日現在 

教育関係者・議員等  ４３名   保護者・地域の方   ３７名  合計 ８０名 

 

 

 



   英語コミュニケーション 

授業参加者集約用紙 

                           

【七ヶ浜町立亦楽小学校】 

№ 参観日 参観数 団体名 主な懇談内容 

７ 9/20（木） 

 

13名 

 

授業 

公開 

学年 

１年  

３年 

６年 

福島県矢吹町学力向上

推進事業教員研修視察 

 

矢吹町教育委員会 

教育長  １名 

指導主事 １名 

ＡＬＴ  ２名 

矢吹町立小中学校 

校長 教頭 教諭 ９名 

① 子供たちと先生の関係，子供と子供の

関係がよく，授業のもとになる学級づ

くり（経営）もよくいっていることを

感じました。英語Ｃを学んだ子供たち

が，日常生活や今後の中学校，高等学

校，社会に出てどのように育っていく

のか楽しみです。 

② １年生の児童に接するＡＬＴ（レベッ

カ）の保育士を思わせるような表現

力，コミュニケーション力に驚きまし

た。小１プロブレムを不安視する保護

者に見せたい内容です。６年生の担任

のスタイル（児童の目線で一緒に考え

る姿勢）は，思考力を養うのに適して

いると感じました。指導過程の例にあ

る「授業のテンポ」は，児童生徒の思

考の流れをよく想定できるものにな

っていると思います。 

③ 発達段階に応じた学習内容を担任と

ＡＬＴがしっかりと役割分担しなが

ら進めている様子，子供たちが生き生

きと学習を楽しんでいる様子などか

ら，七ヶ浜町，亦楽小学校としての取

組がよく分かりました。１０年後の七

ヶ浜の子供たちの活躍が楽しみです。 

④ 子供たちが発表した後に，しっかりと

ほめ，認めてあげていたことも英語を

好きにする大切な一つであると思い

ました。６年生では，授業の中で分か

らない言葉を質問したら，それで終わ

りではなく「thank you」と，返すこと

が大切であること，時間をかけて説明



されていました。英語のみならずコミ

ュニケーションを図る上で大切なこ

となので，英語の授業を通してよりよ

い学級づくりを行い，それが英語の授

業に生かされることを実感しました。

テンポがよくリズムのある授業で，参

観している私も楽しく学ぶことがで

きました。 

⑤ 英語コミュニケーションを核とした 

学校・学級づくりを通すことで，子供

も先生も「明るく楽しく面白い」とい

う感覚をもち，どの教科でも仲の良い

人間関係が築き上げられているのだ

と思いました。 

⑥ 担任とＡＬＴのコミュニケーション

が密でテンポよく進められており，ま

た，子供たちとＡＬＴの距離も近く全

体として本当に「明るく楽しく面白

い」という授業が伝わってきました。

楽しいだけでなく，発達段階に応じた

学び，教材がよくねられており，これ

が６年間継続すれば英語を好きな子

供が育つであろうと感じました。どの

学級も学習の基盤となる学級の雰囲

気がよく，意欲の高さは，担任のお力

だろうと感じました。 

⑦ 子供たちと先生方の表情がとっても

いいですね。クラスの人間関係がとて

もよいからこそ誰とでもコミュニケ

ーションが取れるのでしょうね。６年

の担任が，ゲームの際に，意図的に交

流を図ろうとする相手を変える指示

を与えるなど，さりげなく生徒指導の

機能を生かした場面が見られ，参考に

なりました。「コミュニケーションし

たい！（伝えたい，話したい）」と思え



るような活動場面をいかにつくるこ

とができるかが私の大きな課題です。 

⑧ 全ての学習の基本は，学級づくりで

す。英語コミュニケーションが学級経

営に，他教科にもよい影響を与えてい

ると思いました。カリュキュラムマネ

ジメント（横断的な学び）の視点でも

勉強になりました。 

⑨ 特に印象的だったのが，担任とＡＬＴ

の関係性でした。まさに「あうんの呼

吸」で進められていると感じました。

ＡＬＴは英語を，担任はクラス全体を

見て，必要に応じてサポートをという

ように役割分担がしっかりされてい

ました。また，ＡＬＴの質の高さにも

大変驚かされました。ＡＬＴに依存せ

ずに，担任（学校）がＡＬＴをマネジ

メントし，同僚性で新任の教員同様育

てていくという姿勢が大事であるこ

とを学びました。子供とＡＬＴの関係

性がよく，だからこそ，ＡＬＴの先生

との授業を楽しめているのではない

かと感じました。 

⑩ 単語レベルから文章レベルにどうす

ればスムーズに導入できるか，定着で

きるか，中学校でいえば，定着させる

難しさがあります。楽しく学ぶ，学ぶ

意欲の向上がやがては定着に向かう

と本日の授業を見て感じました。 

⑪ イングリッシュルームの掲示は素晴

らしく，ここに入ることで子供たちは

英語を学ぶんだという雰囲気ができ

ているのではないかと思いました。Ａ

ＬＴが３人いる日がある教育環境も

大変うらやましい限りです。６年生の

writing は，中学生と同じものを感じ



ました。彼らの「書きたい」意欲は素

晴らしいのに，「英語でどう言ってい

いか分からない」→「聞くタイミング

を失った」という時ができて，意欲が

薄れていくのは歯がゆいことを自分

の授業でも感じることがあります。 

８ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11/8（木） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２名 

 

 

授業 

公開 

学年 

２年 

３年 

５年 

 

 

 

 

 

 

 

 

北海道中頓別町教育委

員会英語Ｃ研修視察 

 

中頓別町教育委員会 

教育長  １名 

ＡＬＴ  １名 

 

① 本日３つの授業を参観させていただき

以下のことを感じました。 

・先生方の子供たちと向き合う姿勢

の素晴らしさ。 

・亦楽小学校の子供の子供らしい表

現性への驚き。 

・亦楽小学校全体から感じられた明

るいオーラ。 

・稚内地方の教師全体に見せたいと

う強い願望。 

私は，現職時，北海道教育行政の職

員，県立高校の校長で，１２年という

スパンで児童，生徒と関わってきま

した。亦楽小学校の英語の授業は，比

較にできないほど進んでいるように

感じ驚きを隠せません。特に，小学校

で積み上げておくべき最高の活力が

３つの学級にあることを心からうれ

しく思いました。子供の声の自然な

活力感，表現性はどうしたら生まれ

るのでしょう。本日の３つの授業を

もとに，北海道稚内地方の英語モデ

ル校にできるようにするために，映

像をもとに本町での研修を強力に進

めていきます。 

② 自分だけで授業づくりを行うことに

限界を感じていました。担任が本気で

サポートして，一緒に楽しんでいる様

子がとてもよかったです。私もやって

みたいと思いました。（ＡＬＴ） 



９ 11/21(木) 

 

２５名 

 

授業 

公開 

学年 

６年 

 

 

 

2018 ＪＥＴプログラム学

校訪問及び地域別ＡＬＴ

研修会（仙台教育事務

所管内） 

 

県仙台教育事務所 

  指導主事   １名 

市町村教育委員会 

ＪＥＴ Ｐ担当  ４名 

管内市町村立小中学校 

教諭     １０名 

管内市町村ＪＥＴ Ｐ 

ＡＬＴ      ６名 

宮城県国際企画課 

３名 

教育庁義務教育課 

１名 

 

計 ２５名 

① 英語をツールとし，人と関わることの

楽しさを児童は日々感じ取っている

ように見えました。自分でＡＬＴをマ

ネジメントし，七ヶ浜町が実践してい

る英語の授業ができるようになりた

いと思いました。 

② ゲームになると，楽しさや勝負に夢中

になってしまう子供が多いのが私の

悩みでした。しかし，今日参観した６

年生は，担任とＡＬＴとのやり取り，

話す活動やコミュニケーションをと

る活動が意図的に配置されていてと

てもよかったです。また，ＡＬＴがＴ

１を務める授業を見たことがなかっ

たので大変参考になりました。 

③ 担任が「子供たちにコミュニケーショ

ン的なやり取りをさせたい」という思

いの伝わる授業でした。子供たち同士

のやり取りだけでなく，ゲームの中で

も「close！」や「nice！」等の反応を

示すよう，数回子供たちに伝えていた

ので，英語を用いてコミュニケーショ

ンを図るという目的にかなったもの

で，とても勉強になりました。 

④ 「keyword game」で子供たちの「聞

く」姿勢が徹底していました。コミュ

ニケーション能力の素地として，「聞

く力」は非常に大切だと感じていま

す。発信（speaking）の素地として，

受信（listening）の育成を図りたいと

改めて思いました。受信する力は，新

学習指導要領のキーワードでもある

「主体的」，「対話的」や「議論する道

徳」の基盤ともなります。英語Ｃの授

業づくりに意識的に取り入れていき

たいと考えます。 



⑤ 教室に入った瞬間から子供たちの熱

気を感じこれからたくさん英語を話

そうという意気込みをひしひしと感

じました。担任もＡＬＴも笑顔が絶え

ず，終始明るい雰囲気を作っていまし

た。中学校では，文法項目に焦点を当

てることも多くありますが，「（英語を

使って）何をするか」「何を伝えるか」，

その道具として英語を使えるように

教科経営をしていきたいと思います。 

⑥ 子供たちの様子から，今日の授業が特

別なものではなく，このような積み重

ねをこれまでされてきたこと分かり

ました。ＡＬＴとのやり取りもとても

自然で，何より子供たちが英語の授業

を楽しんでいることが分かる授業で

した。中学校の視点から，小学校でこ

んなに livelyで communicativeな授業

をされていることに驚きと共に改め

て責任を感じました。小学校の先生方

の努力を台無しにするような授業を

してはいけないと思いました。もっと

多くの中学校の先生方に今回の授業

を見てほしいと思いました。 

⑦ 間違えても互いに気にしないで楽し

く英語を進められる工夫があらゆる

場面でされていました。実際に担任が

何度も児童の発話や行動に対して，

response（反応）の声がけがあったの

で，児童も意識していたように思いま

す。ゲームの際にも，児童から自然に

「nice！」という声が上がり，声をか

けられた児童も笑顔になっていたの

が印象的でした。英語を話すことへの

自信にもつながっていると感じまし

た。Activity に移る際，動きがとても



スムーズでよい流れができていまし

た。Activity の名前をＡＬＴが告げた

だけで「次の活動は～だ」と児童が分

かるように慣れ親しんできたものな

のだと感心しました。中学校でも中１

の初期の段階に，小学校で行った

activity を取り入れながら英語の学習

を導入していくことで，小中の連携に

もつながると思いました。 

⑧ ＡＬＴにＴ１を任せながらも，担任

（Ｔ２）の児童への声がけ，観察が素

晴らしいと思いました。コミュニケー

ションを意識した授業で，このような

英語Ｃの授業を経験してきた子供た

ちをどう中学校で育成するのか，小中

のつなぎが大切だと改めて感じまし

た。ＡＬＴが子供たちと一緒に，笑顔

いっぱい，表情豊かに授業していたの

が印象的でした。 

⑨ 英語の教科書を使用しないで言葉の

やり取りだけで進めていく形が印象

的でした。授業を受けている子供たち

も楽しそうで，積極的に参加している

様子は，見ている側をも楽しい気持ち

にさせてくれました。町，教育委員会，

学校が一体となって進めており，目標

の共有化も図られていることを感じ

ました。（教育委員会） 

⑩ 小学校の活動がどのように中学校に

生かされていくのか，中学校の授業も

是非参観してみたいと思いました。

（教育委員会） 

⑪ 英語の学習では，単語や文法も必要で

あると思いますが，英語を始めるきっ

かけとして，また，実際社会の中で積

極的にコミュニケーションをとるこ



とができるのは素晴らしいと思いま

す。なるほど，七ヶ浜の子供たちは，

将来リッチになるかもしれないと思

いました。（教育委員会） 

10 2/7（木） １名 

 

 

授業 

公開 

学年 

２年 

 

 

東京書籍株式会社 

編集局（取材） 

 

東北支社第一営業係 

係長  

東京書籍 HP（全国版）全

国で特徴のある英語の取

組を紹介する企画の第

八回（八校目）として取

材，3月 22日掲載予定 

 

①子供たちのコミュニケーションの様子

が自然でとても楽しく活動していた。 

発語量，友達とのやり取りの量が多い

ことが、この学校の特徴としてよく理

解できた。 

○ALT が七ヶ浜の取組について理解して

いることが強み。よって担任との信頼

関係ができている。二人の関係性のよ

さが授業に反映している。 

○（取材者都市部在住）都市部で英語塾が

乱立してきているが，この町でなら必

要ない。自分の子供も 1年生。魅力ある

学校だと思う。 

○ALT が生き生きできる環境を作るため

の学校づくりを町全体で応援している

のは聞いたことがない。よい取組に感

心した。 

11 2/14（木） ４７名 

 

授業 

公開 

学年 

１年 

６年 

 

 

亦楽小保護者 

（学習参観日） 

① 英語に興味をもっていることが家の

様子でもわかります。子供が自分から

英語を話し、楽しく学習していまし

た。 

② 子供たちの表情がとてもよかった。い

つも英語Ｃの授業を楽しみにしてい

る娘の気持ちがよくわかりました。 

③ このまま苦手意識をもたないで中学

校でも学習してほしい。 

以上 平成３０年４月９日から平成３１年３月１８日まで  

現在 教育関係者・議員等 ８４ 名   保護者・地域の方 ８４ 名   

 

合計 １６８  名 



 


