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　外国語教育研究所は群馬県における外国語教育の拠点として、外国語教育の充実、地域社会への貢献、グローバル
人材育成及び国際交流の促進に寄与することを目的にさまざまな事業に取り組んでいます。

【修了式】
　３月３日、本学で第16期明石塾生18名の修了式が行われました。10月から新塾長となった本学の小林良江学長が、
「ＡＩの時代と言われていますが、人間唯一の能力である思考力を養うために学び続け、実行に移す行動力、そして
どんな困難にぶつかっても立ち上がる力、「レジリエンス」を大切にして下さい。この３つの力をさらに磨き、共に
学んだ18人の絆を大切にし、将来、国際社会及び群馬のために活躍することを祈願します。」と式辞を述べました。
　塾生を代表して前橋女子高校２年鈴木麻優里さんがジョン・レノンの曲、Imagineの歌詞を引用し、「明石塾を通
し、国際問題や異文化理解の大切さなどを学んできた私は、世界を一つにするような仲間の一人になりたい、いや、
なるべきだと思いました。違う民族、違う宗教、世界中にある違うものを知り、それを受け入れ、世界を一つにする
ことに貢献できる存在になりたいと思います。明石塾で得たものや感じたものを胸に、探求心を忘れずに進んでいき
ます。」と答辞を述べました。

　研修報告（10月～3月）
　明石塾では後半のスケジュールを次のとおり実施しました。英語研修は本研究所の外国人研究員が行いました。

グローバル人材育成事業「明石塾」

日　付 午前　10:00 ～ 12:30 午後　13:30 ～ 16:00

10月14日（土） 英語研修
Environmental Issues and Deforestation

東京フィールドワークまとめ、
テーマ討論

11月11日（土）
英語研修
Introduction to Climate Change and Global 
Warming

公開研修プレゼンテーション準備

11月18日（土） 英語研修（公開）
Problems Facing the World in the 21st Century

［講義］（公開）根橋　玲子氏
(明治大学情報コミュニケーション学部教授)

12月 2日（土） 英語研修
United Nations (Debate) 海外研修準備（事前研修）

12月 9日（土） 英語研修
Japan’s Aging Society and Immigration 海外研修プレゼンテーション準備

  1月 3日（水）
    ～ 9日（火）

マレーシア、シンガポール海外研修
（学校訪問、JICA 企業訪問、フィールドワーク、ホームビジット等）

  1月27日（土） 英語研修
Debrief on Malaysia and Singapore

英語研修
Globalization and How it Affects Japan

  2月 3日（土） 研修まとめ、
成果発表会準備 ［講義］明石　康氏　英語講義

  2月17日（土） 研修まとめ、
成果発表会準備

研修まとめ、
成果発表会準備

  3月 3日（土） 成果発表会準備 研修成果発表会（公開）、
修了式（公開）

小林良江塾長 答辞を述べる鈴木麻優里さん（前橋女子高校）
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順位  
 部門 レシテーション スピーチ第１部 プレゼンテーション スピーチ第２部

１位 二渡　真子
( 太田女子 １年 )

木村　瑞希
( 中央中等 ５年 )

アシフ  エムディ
 ( 常磐 2 年 )

久保田　みゆき
(高崎商科大附 ２年 )

２位 小井圡　倫
( 富岡 １年 )

生方　那奈
( 共愛学園 2 年 )

桜井　みなみ
( 中央中等 ５年 )

松﨑　望実
( 前橋女子 １年 )

３位 前原　　琳
( 桐生女子 １年 )

菊池　　渉
( 中央中等 5 年 )

桜井　あかり
( 中央中等 ５年 )

マルセロ　C・J
( 太田工業 １年 )

４位 石田　弥音
( 明和県央 １年 )

柴田　ももこ
 ( 中央中等 5 年 )

川手　里桜
( 高崎女子 ２年 )

５位 藤生　花鈴
( 四ツ葉学園 ５年 )

アリウリナ  ネイラ
( 館林女子　2年 )

佐々木　美緖
( 高崎女子 ２年 )

６位 黛　　美紅
(高崎健康福祉 ２年 )

北爪　智佳子
 ( 中央中等 ４年 )

レシテーション
小栗　一紗

( 桐生女子 １年 )
スピーチ第１部
中村　めぐみ
( 利根実業 2 年 )
プレゼンテーション

井上　侑紀
( 渋川女子 ２年 )
スピーチ第２部
清水　愛香

(伊勢崎工業定時制 ４年 )

〈特 別 賞〉

　11月18日、明治大学情報コミュニケーション学部教授の根橋玲子氏を招いて、
「他者イメージと異文化理解」という演題で公開講義を行いました。ステレオタ
イプというと悪いイメージしかないように思えますが、新しい情報や場面に遭遇
したとき、理解を助けてくれる良い面もあることを教えてくれました。周囲の人々
やメディアの影響により植え付けられたステレオタイプでも、良い面を働かせる
ために、それが真実なのか誇張なのかを自分で判断できる力を付けなければな
らないことを考えさせる講義でした。

　マレーシアで最も感動したことは、農村訪問です。
私は学校で地理の授業を選択していますが、授業で
教わった植物や農作物を実際に見ることができて感
動しました。明石塾の英語研修でもパーム油につい
ての話がありましたが、油やしの実やプランテーショ
ンを見て、パーム油が引き起こす問題について具体
的なイメージを持てるようになりました。私はフェア
トレードなどに興味があるので、コーヒーの実から粉
を作る過程やゴムのとり方を見ることができてよかっ
たです。また、作物を栽培している農村部の人々の
生活についても理解が深まりました。

　２月３日、初代塾長の明石康氏は18 名の塾生に対し、現在の国際情勢について英語で講義を行いました。講義の後、
英語による質疑応答が行われました。
　前半の講義では近年の世界情勢について言及しました。アジア諸国と日本が協調していくために、塾生達のような若者
同士が個人的なつきあいから互いのステレオタイプをなくし、友好な関係を築いて欲しいと強調しました。ニュースで話題
になっている国際問題にも目を向け、複雑な世界情勢について自問自答し、自分なりの満足のいく答えを見つけて欲しいと
エールを送りました。
　後半の英語による質疑応答では、塾生一人一人がグロ
ーバル人材の資質や高校生にできる支援活動などを質問
しました。明石氏は多国籍の人達と共に働く心がけとし
て、彼らが持つ考え方の違いに敏感であること、外見な
どで判断しないこと、若いうちに自分とは異なるタイプ
の人と心を開いて話すように助言しました。最後に明石
塾の活動に望むこととして人生や国際問題、日本が抱え
ている社会問題など互いに向き合って誠実な討論や対
話を重ねて欲しいと熱く語りました。

　３月３日、成果発表会で塾生一人一人が明石塾で学んだことを英語で発表しまし
た。英語研修、夏期集中講義、テーマ討論、明石康氏講義、県内フィールドワーク、
東京フィールドワーク、マレーシア・シンガポールへの海外研修への取り組みを紹介
しました。英語でのコミュニケーションはもちろん、社会問題や国際問題への視野
を広げ、違う民族・文化的背景を持つ人々と交流する勇気を得た研修となったことを
伝えました。

　11月17日、本研究所では群馬県教育委員会、群馬県高等学校教育研究会英語部会との共催で明石杯高校生英語コンテ
ストを開催しました。県内予選を通過した71名が出場し、日頃の練習の成果を競い合いました。コンテスト終了後は、高
崎女子高校ALT、クリスティン・ウィルソンさんから “If the World Were 100 People” という演題で講演がありました。各部
門の入賞者は次のとおりです。

　公開講義

　海外研修【塾生感想】

　明石康氏講義

　成果発表会

明石杯高校生英語コンテスト

根橋玲子教授（明治大学）

マレーシア学校訪問

明石康氏

発表をする渡邉里奈さん（樹徳高校）

ゴムの樹液を採る塾生

講義風景



　12 月 16 日、英語教育における小中高大の連携について、具体的にその方策を模索する機会を設けるため、県内教
育関係者を対象に英語教育講演会を開催しました。講師に加藤由美子氏（ベネッセ教育総合研究所グローバル教育研
究室長）をお招きし、「英語教育カリキュラムの小中高大連携を考える～英語力を伸ばしている学校の研究と英語学習・
指導の量的・質的調査結果から～」という演題で講演をして頂きま
した。
　英語力を伸ばしている学校の共通要素として、「授業の『質』を
高める取り組み」、「学校・英語科としての取り組み」、「生徒が英語
学習に向かう土台づくり」、「地域や学校の環境を踏まえた取り組み」
の４点を挙げ、具体的な方策を紹介してくださいました。小中高大
の教育関係者や本学の学生も参加し、それぞれの教育段階の枠を越
えて積極的に情報交換や議論が行われました。

　本研究所では館林市立第五小学校で年３回実施された小学校英語活動推進事業（館林市教育委員会指定）を支援し
ました。そのうち２回は本研究所の研究員が小学校教員を対象に英語ワークショップを実施し、意欲的に取り組む先
生たちの熱気に研究員が圧倒されるほどでした。１月に行われた６年生の公開授業では、「めざせ！館林タウンガイド」
というテーマで児童が方向や動
きを指示する表現を使って相手
に道案内する活動に取り組みま
した。担任の先生と ALT が大き
な声や褒め言葉などの反応を入
れ、児童と一緒に楽しく取り組
む授業の雰囲気づくりができて
いました。

　本年度、68 人の学生が本学の「海外留学支援プログラム」を利用し、
異文化理解と語学の研鑽に励みました（内訳：短期海外研修 37 人、長期
留学 31 人）。短期海外研修者に上限 20 万、長期留学者には上限 40 万円
の奨励金が支給されました。同時に学生は群馬県観光親善学生大使を委
嘱され、留学先の大学などで群馬県の自然、文化、産業などの魅力を PR
しました。学生から帰国後寄せられた感想文より一部を紹介します。

短期海外研修（ヨーロッパ美術研修フィールドワーク）
イタリア　文学部美学美術史学科　W.M.
　イタリアには多くの教会や彫刻、遺跡が街中にあり、綺麗な銅像や歴史的な
建造物には驚きの連続でした。バチカン宮殿のシスティーナ礼拝堂にある「最
後の審判」は、写真禁止かつ大きな話し声も禁止でした。そのため、じっくり
鑑賞している人が多く、目に焼き付けておこうとする雰囲気を感じました。美術
館の天井から壁に至る隅々まで絵で覆われ、設計の素晴らしさを実感しました。
細部までデザインにこだわっていて観察するのが楽しかったです。美術館は１
日では全部見られない程作品数が多いにもかかわらず入場料は安く、日本の美
術館とほぼ同じでした。日本の美術館ではリピーターを増やす対策が課題とな
っているため、外国の美術館からヒントを得られるのではないかと思いました。
この研修では生きていく上で必要な行動力も得られ、人生の財産となりました。

長期留学（交換留学）　ヒューロン大学（カナダ）　国際コミュニケーション学部　N.N.
　８か月の留学で最も刺激を受けたのは、授業中の学生の積極性でした。学生
が教授の話をさえぎり、自分の意見を述べることが多くありました。教授の一
方的な授業ではなく、学生全員によって授業が進められていることを実感しま
した。私以外にも多くの留学生がいて、彼らも授業にとても意欲的で分からな
いことがあれば、その場で周りの学生に聞いて確かめる姿勢にも刺激を受けま
した。一方、戸惑ったことはYes と Noをはっきり言えず、断りたくても言えず、
相手の気持ちを傷つけてしまうこともありました。カナダでは自分の思いをは
っきり言わない方が相手に対して失礼になると気づきました。
　今回の留学では、英語でうまく言葉にできず、悔しい思いをすることがあり
ましたが、そこから見えてきた自分の課題と向き合う良い機会になりました。
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英語教育講演会

小学校英語活動支援事業

留学支援事業

　県立女子大生の留学体験談
群馬県観光親善学生大使委嘱状交付式

加藤由美子氏（ベネッセ教育総合研究所）

小学校教員向けワークショップ ６年生公開授業



　本研究所の外国人研究員による「英語による説得力のあるプレゼンテーション」をテーマに、モデル授業（年３回）
を伊勢崎高校、沼田女子高校、高崎経済大学附属高校の各校と連携して実施しました。

［モデル授業］各回 180 分
＊１回目
・ウォームアップ活動　Bingo / Show and Tell /
・コミュニケーション活動　Odd one out
・プレゼンテーション指導　研究員による見本
＊２回目
・コミュニケーション活動　Ranking activity
・テーマディスカッション
・最終プレゼンテーション原稿指導
＊３回目
・最終プレゼンテーション原稿確認
・プレゼンテーションの練習指導
・グループプレゼンテーション

　また、各学校の個別の授業プランに沿った支援活動も次のとおり
行いました。

［高校独自プログラム支援活動］
＊高崎女子高校　国際理解授業
＊中央中等教育学校　多文化理解授業
＊高崎高校　ディべート講座

高大連携英語教育事業についてのお問い合わせは研究所までご連絡下さい。

　本研究所の外国人研究員６名と一緒に英会話を楽しむ「グローバルかフェ」を毎週木曜日夜（90分）年間 30回実施
しました。高校生、大学生、社会人、海外勤務経験のある方などさまざまな世代・職種の方たちが参加し、フリートー
クを楽しみました。今年度は以下の会場で実施しました。
第１期（５月～７月）：高崎市総合福祉センター
第２期（９月 ～１２月）：群馬県立女子大学
第３期（１月～３月）：群馬県庁（昭和庁舎）

　第２期最終日の 12 月 21 日に「かフェスペシャル」を開
催しました。ゲストプレゼンターとして本学非常勤講師アダ
ム・ウェブスターさんが「夢を追いかけて」というテーマで
話してくれました。幼少期に見た盆栽の本をきっかけに盆
栽に興味を持ち、来日して著名な師匠に弟子入りするまで
の経緯を語ってもらいました。参加者同士でも幼少期の夢
について英語で話し合う場面があり、みなさん楽しそうに
語り合っていました。

　平成 30 年度の開催については４月以降本学のホームページでご案内する予定です。どうぞ引き続き多数の
ご参加をお待ちしております。また、小学校、中学校、高校に勤務しているＡＬＴの方もぜひご参加下さい。
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県民英会話サロン「グローバルかフェ」

高等学校連携英語授業

沼田女子高校

伊勢崎高校

「かフェスペシャル」プレゼンターのアダム・ウェブスターさん

高崎高校 中央中等学校 高崎女子高校


