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 訪 問 国：スペイン 

研修テーマ： 言語力・コミュニケーション力を育成する指導方法 

所属名 千葉市立椎名小学校 

氏 名 渡 辺 葉 子                                     

       

１ はじめに 

今日、グローバル化の進展など急速に社会が変

化する中、子供たちには、異なる文化や歴史に立

脚する人々との共存をはかることや、幅広い知識

と柔軟な思考力に基づいて判断することなど、変

化に対応する能力が求められている。そのため、

学校の教育活動全体で、言語環境の整備と言語活

動の一層の充実を図ること、協働的な学習を推進

することを通して、思考力・判断力・表現力等の

育成を目指す必要がある。 

そこで、スペインにおける「言語力・コミュニ

ケーション力」育成のための取り組みを調査し、

日本の教育活動と比較することで現状を把握する。

さらに、グローバル化に向けた世界で活躍するこ

とができる日本人の育成に向け、今後の指導の在

り方について検討していくことを目的に、本研修

テーマを設定した。 

２ スペインの教育状況 

 スペインの学校教育の基本的なシステムは、就

学前教育（幼児）、初等教育（小学校６年間）、前

期中等教育（義務中等教育４年間）、後期中等教

育（普通教育・大学予科２年間・中等職業教育校

２年間）、高等教育（大学・高等職業訓練校）と

なっている。訪問したほとんどの学校で、日本で

いう幼稚園・小学校・中学校が併設されていた。

また、公立の学校、私立の学校の他に、半官半民

の学校がある。 

特にバルセロナでは、町全体で子供の教育に取

り組んでいる。美術館や博物館、コンサートホー

ル等では、学校向けプログラムが用意されている。

また、多くの企業が施設見学や職業体験等の受け

入れを行っている。「教育は、学校だけに任せるも

のではない」という意識が高い。 

 国の大きな問題として、経済危機と失業率の高

さがあげられる。2014年の失業率は、24.45％、 

 

若年層だけで見ると 56.5％であった。英語は、ス

ペインでは外国語であるが、就業にあたり英語が

身についていることが有利に働くという状況を受

け、言語力の育成を大きな課題として取り組んで

いる。 

外国語教育政策として、母語の他に２か国語を

身につけることを目標としている。そのための手

法として「CLIL プログラム」を取り入れている。 

  CLIL(Content and Language Integrated 

 Learning内容言語統合型学習)とは、教科の内容

を教えるために、外国語（ここでは英語）を、授

業用言語として用いる教育方法である。公用語使

用者を対象に、外国語の学習を統合して進め、言

語運用能力の育成を目指すもので、EUで推奨され

ている。 

３ 学校訪問をして                     

（１）エスコーラ・サダコ（小・中学校） 

1968年、“平和”をテーマにしてバルセロナ 

に設立された学校である。サダコという校名は、

広島の被爆者「佐々木貞子さん」にちなんでつ

けられた。 

３歳～16歳までの子供たち約 700名が通って

おり、３歳～５歳までの幼児クラス、６歳～11

歳までの小学校クラス、12 歳から 16 歳までの

中学校クラスに分かれている。各学年は、30名

ずつの２クラスで、３名の教師で学年合同授業

を基本として行っているという。 

５年生の科学の授業を参観すると、まず、地 

球環境についての DVDを視聴して大テーマを設

定していた。そこから、グループごとに話し合

ってサブテーマを設定し、さらに個人の探究テ

ーマを決めて、調べ学習を行う。英語で授業が

進んでいくので、教師は随時助言をして、テー

マから外れないように、また、英語に負担感を

もたず意欲が持続するように配慮していた。 
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子供たちはタブレット端末を活用して、進ん

で調べ学習をしていた。また、グループ内で役

割分担(コーディネータ・調査・調整・記録)を

はっきりさせて話し合い活動をしていた。自分

の課題が早く終わった子供は、タブレット端末

を用いて英語の練習問題に取り組み、英語力の

向上を図っていた。 

社会に出て働くときのコミュニケーション能

力が重要視されているので、「グループ活動がで

きたか」が、評価の重要項目にもなっている。

子どもたちは、グループの中でそれぞれの役割

を担っているので、意欲的に調べ活動に取り組

んでいる。それが、グループのまとめに活かさ

れるとともに、グループでの交流が自分の考え

を深めることにつながっている。大変効率的に

協働的な学び合いが行われていた。 

 

 

 

 

 

 

 

 

【役割を明確にして話し合う子供】 

（２）サルヴァドール・エスプリウ（中学校） 

  12歳～16歳の 700名が通学している。CLIL 

授業を選択している子供は 120人で、バルセロ 

ナにおける CLIL授業の先進校である。2006年 

に、数学・英語の教師が協力してスタートし、 

その後、教材開発や検証を繰り返している。 

  参観した数学の授業では、教師が少ない言葉

で重要なことを伝えた後、４人組のグループご

とに指示書が提示され、熱心に話し合って問題

解決に取り組んでいた。そして、まとめたグル

ープの意見をミニホワイトボードにかいて、全

体で発表し合っていた。 

  数学の授業であっても、言語活動を重視し、

個→グループ→全体と、段階をふんだ話し合い

が英語を使って行われていた。必要に応じて、

教師が母語（カタルーニャ語）で助言・支援す

る。子供の実態に応じた個別の支援により、話

し合いがより充実したものとなっていた。  

 

 

 

 

 

 

 

 

【発表し合う子供】 

４ 研修成果の活用 

  どの国の学校教育においても、子供たちの言

語力・コミュニケーション能力育成のために大

切なことは、交流学習や情報機器の活用、少人

数指導や協力指導の在り方、評価の仕方などを

より充実させることであると、あらためて確認

することができた。 

本研修をふまえて、今後、本市の子供たちに

確かな言語力や生きてはたらくコミュニケーシ

ョン能力を身に付けさせるためには、言語活動

の充実を図ることが必要であると感じた。「この

学びが、今後どのように役立つのか」という学

ぶ必要感をもたせ、思考力・判断力・表現力の

育成に結び付く、より有効な言語活動を考えて

いかなくてはならない。 

また、学習のねらいに応じて、子供が最後ま

で意欲的に学習に取り組めるように、適切な評

価を行うことも必要である。さらに、評価を通

して把握した子供の実態を次の学びにつなげ、

子供自身が主体的に取り組み、協働的な学び合

いが実現するように、適切な支援を行っていく

ことも大切である。 

今回の海外派遣研修で学んだことを、自校や

自分が関わる研究会等で伝えるとともに、若手

教職員にも広め、千葉市の子供たちの言語活動

の充実に努めていきたい。 

 

 



3 

 

  

 

 

 

 

１ はじめに 

 オーストラリアには移民政策などにより、様々

な母語を持つ児童生徒が存在する。従って公教育

では、英語を母語とする者としない者が混在する

中で教育が行われている。そのため、オーストラ

リアの学校では、児童生徒のコミュニケーション

スキルやチームワーク、自己表現力、自分、友人

および世界に対する敬意を育むことを目指して教

育活動が展開されている。そこで、今回の研修で、

児童生徒の言語力・コミュニケーション能力を育

成するカリキュラムや実際の授業の学習過程の工

夫を学び、さらに「多文化主義」における文化と

言語の関係や実社会でどのような成果を挙げてい

るかを調査し、今後の本市の学校教育に役立てた

いと考えた。 

２ オーストラリアの教育状況 

学校教育制度は、就学前教育として３・４歳児

を対象としたプレスクールと５歳児を対象とした

初等学校付設の準備級、幼稚園がある。義務教育

は６歳から 16歳の 10年間で、初等教育として７

年間（州によっては６年間）、前期中等教育として

３年（州によっては４年）がある。大学などの高

等教育を希望する場合は、２年間の後期中等教育

に進む必要がある。 

The Australian Curriculum, Assessment and 

Reporting Authority (ACARA)が 2008年に設置さ

れ、オーストラリア・カリキュラム、全国評価プ

ログラムの実施、全国の学校の情報の公開を担当

するなど、オーストラリア全土の学校教育をサポ

ートしている。また、３、５、７、９年生全員を

対象に reading、writing、language conventions、

numeracy の４つの分野で全国共通テストを行っ

ている。 

オーストラリア・カリキュラムは各学習領域の

教授・学習、汎用的能力（literacy、numeracy、 

 

 

 

 

 

ＩＣＴ技能、批判的・創造的思考力、個人的・社 

会的能力、倫理的行動、異文化間理解の７つ）の

育成、領域横断的優先事項（先住民の歴史、アジ

アとオーストラリア、持続可能性の３つ）の指導

の三要素からなっている。 

各州では、教育は憲法上、州の責任とされてい

ることから、学校、カリキュラム、評価、人事な

ど、教育行政を所管する省が設置されている。 

学校では州の教育省のガイドラインに基づいた

授業を行うが、学校長の興味・関心や地域の特色

を生かした授業を行うことも認められているのは、

オーストラリアの教育の特色と言える。 

３ 学校訪問をして                     

（1）ガイメアベイパブリックスクール 

ガイメアベイパブリックスクールでは言語力

を養うことを目的とした学習として、絵本を使

って書く学習を行っていた。物語をどのように

書けば説得力のある文章になるか、実際に書く

ことを通して学ぶ授業となっていた。 

今日的な課題について扱った学習では、オー

ストラリアが難民を受け入れる場合のメリット

とデメリットについて、話合いを通して自分の

考えを持てるようにしていた。 

学習で使用する図書は全てオーストラリアに

関連するものを扱っていた。オーストラリアの

作家が書いた小説や絵本、オーストラリアの

人々や動物の記録などを活用することで、自国

のすばらしさを学ぶという目標の達成を目指し

ている。 

異文化理解とＩＣＴ技能の育成、領域横断的

優先事項の指導を目指した学習として、日本に

ついて調べたことを発表する学習も行われてい

た。そのとき、児童たちがタブレットや教室に

設置されているインタラクティブホワイトボー

ドを上手に活用している姿が印象的であった。 

訪 問 国：オーストラリア 

研修テーマ：言語力・コミュニケーション力の育成 

所属名 千葉市立さつきが丘中学校 

氏 名 細  川  義  文    
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【ＩＣＴを活用した発表】 

（2）ウェラーズヒルステートスクール 

ウェラーズヒルステートスクールでは日本語

バイリンガルプログラムが行われていた。日本

語が選ばれたのは、学校長が日本の学生のホー

ムステイを受け入れたことをきっかけに、日本

への興味を深めたことだけが理由だという。学

校独自のプログラムを決められる権限が学校長

に与えられていた。 

 

【日本語教室の掲示物】 

この小学校では１年生と２年生合わせて 150 

人がバイリンガルプログラムを受けており、今

後も新１年生から受けられるようにするという。

日本語教室では 100％日本語の環境に浸るため、

日本人教師による授業が行われ、日本語のみで

話すようにしているという。 

日本語を学んで 11 か月という２年生の児童

が、上手に日本語を話したり、そろばんで素早

く計算したりしている姿には非常に驚かされた。 

 

（3）クイーンズランド州立図書館 

クイーンズランド州立図書館では、公立図書

館が地域の子どもたちや学校、先生方へ積極的

に関わっている様子が見られた。 

10代の児童生徒のために、静かに勉強ができ

る空間、友達と会う空間を提供し、また休憩の

場としても利用されているという。さらに、多

くの州立図書館がホームワーククラブを設けて

おり、課題解決のための資料を提示したり、論

文やプレゼンテーションの形式についてアドバ

イスしたりなど、ラーニングサポートを行って

いた。保護者に児童生徒を支援していくスキル

を教えることもあるという。 

  学校の先生への支援として、クイーンズラン

ド・カリキュラムに対応した先生向けの資料や

学習材などの提供をオンラインで行っていた。

また、先生方のＩＣＴスキル向上のためのワー

クショップも行っており、技術に自信のない先

生方でもアニメーション作成やコーディングが

自分でできるように支援していた。 

４ 研修成果の活用 

 オーストラリアの教育状況から本市教育の充実

に積極的に取り入れたいものとして、次のことが

挙げられる。 

（1）課題を解決するために、小グループで話し合 

ったり、互いの発表を聞き合ったりする場を学 

習過程の中に積極的に取り入れる。特に発表の 

場ではＩＣＴ機器を活用し、児童や生徒の興味・ 

関心を高める。課題は児童や生徒の実生活に即 

したものを取り上げる。 

（2）学校と公立図書館をつなぐ職員を各学校に配 

置し、各教科のカリキュラムに合った資料の請 

求を公立図書館に行ったり、どのような資料を 

どう活用することができるかというレファレン 

スサービスを行ったりする。また、資料をデー 

タベース化することで、いつでもオンライン検 

索できるようにする。 

（3）児童や生徒の発言の機会を保障し、積極的に 

褒めたり認めたりする。間違いを正すときも、 

再度考え、発言する機会を与える。 


