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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、外国語教育の充実を図るとともに、地域社会に貢献
し、グローバル人材の育成と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。

　塾長講義
　1月28日、明石塾長は19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。
　まず前半で、塾長は日本人の英語力が世界に劣る理
由として、暗記中心の英語学習と日本に居住する外国
人が少ない日本社会の同質性を指摘しました。TPP離
脱や移民規制などアメリカ保護主義を唱えるトランプ
大統領の誕生やイギリスのEU離脱などナショナリズ
ムの傾向を挙げ、2017年を世界情勢変化の新たな１
ページと述べました。日本は明治維新によって西洋文
明を取り入れ、第二次世界大戦後、工業化及び民主化
したにもかかわらず、神道という多神教を信じる日本
人の性格は海外の人から見て理解しがたく、その内向的な性格と島国という地理的ハンディが日本のグローバル化を
阻む障壁になっていると言及しました。世界一治安がよく、居心地のよい日本の現状が持続可能かどうか疑問視し、
我々は日本の良さを認識しつつも、知的好奇心、寛容さや素直さを持って海外について多くのことを学び、コミュニ
ケーションを図る努力をする必要があることを強調しました。
　後半の英語による質疑応答では塾生一人一人が明石塾で学んだことや現在の悩み、トランプ大統領の政策やカンボ
ジアの地雷問題などの政治・社会問題について質問しました。塾生から思考力の培い方について問われると、塾長は
「他人の話によく耳を傾けなさい。」と助言し、進路の悩みについては「希望ばかり抱くのではなく、現実を見失わ
ずにしかも現在の立ち位置から半歩踏みだして欲しい。」と語りました。さらには「考えるだけではなく、行動して
みなさい。」「状況を判断するときは悲観的でもいいが、決断するときは楽観的になりなさい。」とメッセージを送
りました。

　修了式塾長式辞（抜粋）
　3月4日、本学で行われた修了式の式辞の中で、明石塾長は最後に未来への可
能性を無限に秘めている塾生達に8つのお願いを託しました。

❶一人一人の塾生が自分の考えを持つことがとても大切である。
❷人に共感する力と他人に自分の考えを懇切丁寧に説明する根気を持って欲しい。
❸語学力の上達は簡単ではないが、できない悔しさをバネにして、それをモチベー
　ションにして励んで欲しい。
❹日本ではガラパゴス現象が問題となっているが、知的な鎖国を打破し、一人一
　人が世界に出て自分の力を試して欲しい。
❺快適すぎる日本を世界に開く必要がある時期に来ていることを考えて欲しい。
❻日本及び世界で次々と生じている新しい問題に我々はしっかりと準備をしなが
　らも、行動するべきときには、リスクを恐れないで行動する必要がある。
❼移民や難民に関する政策をみんなで話し合い、できればより開放的な移民政策
　をとり、日本の現状を長期的に少しずつ変えていく必要がある。
❽世界中の文化の多様性を尊重すると同時に、我々がその中で生きてきた日本文
　化のアイデンティティも大切にして欲しい。

グローバル人材育成事業「明石塾」 　　

塾生の質問に答える明石塾長



　研修報告
　明石塾では後半のスケジュールを以下のとおり実施しました。

【公開講義】
　11 月 12 日、国際協力機構（JICA）から
細貝瑞希氏（明石塾３期生）を招いて、「世
界をつなぐ－触媒としての役割とその仕事」
という演題で公開講義を行いました。細貝
さんは大学卒業後、地域おこし隊として長
崎県対馬市役所に勤務し、その時直面した
課題「都市 vs 田舎」が現在勤務している
JICA の課題「先進国 vs 途上国」と根本的に同じであると語りました。
外部の人間が問題解決のために現地の人とどのように信頼関係を築
くべきかを考えさせる講義でした。また、後半はワークショップ「ワ
ールドカフェ」が行われ、塾生だけでなく参加者も交えて様々な世
代で「これからの世界に必要な『本当の』コミュニケーションとは？」
というテーマで話し合いました。『人格、心、気持ちを通い合わせる』、

『宗教なども含めて相手を理解しようとする真心』などさまざまな
意見が参加者から出ました。

【海外研修】
　1 月 4 日から 10 日に
かけてマレーシア・シン
ガポールで研修を行いま
した。企業訪問や学校訪
問、農村エリアでのホー
ムビジット等を行い、現
地の人々との交流を通し
て、マレー系、中国系、
インド系など多民族が共生する両国の多文化主義の現状を体験的に
学習しました。

【成果発表会、修了式】
　3 月 4 日、本学において成果発表会が行われ、第 15 期生 19 名
が研修の様子や学んだことを英語で発表しました。素晴らしい仲
間と出会い、お互いに助け合い、切磋琢磨できた貴重な研修であ
ったことを伝える内容でした。修了式では明石塾長から一人一人
に修了証が渡され、最後に塾生を代表して高崎女子高校 2 年須田
萌香さんが「明石塾の研修を通して、一つ夢ができました。それ
は、世界中の人々と仕事をしながら、いずれは日本のために働き
たいということです。明石塾では、グローバル化が進む中だからこそ、自分たち自身の国や県、文化について知ることの大
切さを学びました。そのような中で、内から外への発信だけでなく、外から内へ、つまり、海外で得たことを自国に還元し
たいと思うようになりました。明石塾で身につけたチャレンジ精神を生かし、頑張っていきます。」と答辞を述べました。
　

　11 月 18 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 74 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、元県庁職員 Jaime 
Ota さんから “Japan Now and Japan’s Future” 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。
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10月22日（土）

10月29日（土）

11月12日（土）

12月 3 日（土）

12月17日（土）

 1 月21日（土）

 1 月28日（土）

 2 月18日（土）

 3 月 4 日（土）

英語研修15・16

英語研修17・18

英語研修21・22

英語研修23・24

英語研修25・26

東京フィールドワークまとめ、
テーマ討論②

海外研修準備
（事前研修）

英語研修27・28

明石塾長英語講義
［講義⑨］

研修まとめ、
成果発表会準備

研修成果発表会（公開）、
修了式（公開）

細貝　瑞季 氏
（明石塾３期生　JICA）
［講義⑧］（公開）

公開研修プレゼンテー
ション準備

研修まとめ、
成果発表会準備

研修まとめ、
成果発表会準備

海外研修（学校訪問、企業訪問、フィール
ドワーク、ホームビジット等）

海外研修プレゼンテー
ション準備

成果発表会準備

 1 月 4 日（水）
    ～10日（火）

英語研修19・20
（公開）

日　付 午　前 午　後

明石杯　高校生英語コンテスト 

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 一場　楓華
( 高崎北 ２年 )

川手　里桜
( 高崎女子 1 年 )

松浦　芽生
( 中央中等 ５年 )

清水　萌生
( 太田東 ２年 )

２位 生方　那奈
( 共愛学園 １年 )

中田　優希
( 前橋女子 ２年 )

河村　美羽
( 新島学園 ２年 )

小橋　あさひ
( 中央中等 ５年 )

３位 岡村　瞳
( 桐生女子 １年 )

竹川　祥子
( 中央中等 ４年 ) 

アシフ　エムディ
( 常磐 １年 )

鶴淵　恵美
( 利根実業 ２年 )

４位 本田　遥
( 太田女子 １年 )

柴田　奏
( 新島学園 ３年 )

鈴木　楓
( 渋川女子 ２年 )

５位 今井　萌百
( 四ツ葉学園 ５年 )

戸塚　大響
( 富岡　１年 )

坂爪　菜月
( 高崎女子 ２年 )

６位 津久井　萌
( 沼田女子 ２年 )

木村　瑞希
( 中央中等 ４年 ) 

レシテーション
髙野　朱莉

( 四ツ葉学園 ５年 )
スピーチ第１部

原田　凌
( 県立前橋 ２年 )

プレゼンテーション
茂木　寛也

( 県立前橋 ２年 )
スピーチ第２部

真庭美奈
( 沼田定時制 ３年 )

〈特 別 賞〉

シンガポールの高校生との交流会

各部門の優勝者

細貝瑞希さん

答辞を述べる須田さん（高崎女子高校）発表をする羽山さん（太田高校）



　本研究所では市町村と連携して小学校の英語活動支援を
行っています。１月 27 日、館林市立第一小学校において小
学校英語活動推進事業研究発表会が開かれ、１年生、４年生
及び５年生のクラスで公開授業が行われました。5 年生の授
業では、「あったらいいなこんな時間割」というテーマで児
童が “What do you study on Monday?” という表現を使って
インタビューゲームに取り組みました。授業研究では児童の
興味・関心に基づく「カリキュラム開発」とコミュニケーショ
ン活動を工夫した「授業改善」という二つの視点で参加され
た先生達の間で活発な意見が交わされました。
　小学校英語活動支援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。

　昨年度に引き続き、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、英語研修を行いました。本
研究所の外国人研究員を講師に、各校とも「英語による説得力のあるプレゼンテーション」を行うことを目指し、年間
３回の研修を通して原稿の書き方や効果的な発表の仕方について学習しました。３回目の研修ではグループごとに設け
たトピックについてディベート形式でプレゼンテーションを行いました。皆発表には主体的に取り組むとともに、他の
グループの発表ではうなずきながら熱心に聞いていました。
　また１月 24 日に高崎女子高校で開催された特別講座「国
際理解授業」では、外国人研究員に加え、本学外国人留学
生１名も講師として参加しました。１学年全クラスに対し、
まず研究員達がプレゼンテーションの見本を示し、その後、
生徒がグループごとに女性・子供をテーマとしたプレゼン
テーションの実演を行いました。最後にそれぞれの研究員
が講評を行い、テーマに基づく調査・分析がよく行われて
いることを賞賛しました。
　高等学校連携英語授業についてのお問い合わせは研究所
までご連絡下さい。

　今年度の「グローバルかフェ」は第１期（5/12 ～ 7/28）
を高崎総合福祉センターで、第２期 (10/6 ～ 12/15) を本学
で、第３期 (1/12 ～ 3/16) を群馬県庁で、合計 29 回にわ
たり開催しました。第２期最終日の 12 月 15 日に「かフェ
スペシャル」を開催し、ゲストスピーカーとして英語・ス
ペイン語講師エリック　グティエレス　マシアスさんを招
き、メキシコ文化のプレゼンテーションを英語で行っても
らいました。死者の魂のために祈りを捧げる「死者の日」
や春分・秋分の日に太陽が沈む時、ピラミッドに映る影が
蛇のように見えるチチェン・イッツァの紹介があり、参加
者は熱心に聞き入っていました。
　平成 29 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。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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小学校英語活動支援事業

県民英会話サロン「グローバルかフェ」

高崎女子高校

沼田女子高校伊勢崎高校

５年生の英語授業風景

「かフェスペシャル」で講演するエリックさん

高等学校連携英語授業 



vol.30

　12 月 10 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。
講師に野田小枝子先生（津田塾大学大学院文学研究科英語教育研究コース特任教授）
をお招きし、「発信力を育てる小中高大連携を目指して～授業で変えていけること～」
という演題で講演をしていただきました。
　話したり書いたりする発信能力に課題がある外国語教育の現状から、発信能力を
育てるためのシラバスの作成方法や活動例までお話し頂き、非常に充実した内容でし
た。“Hello” の一言でも文脈によって “What are you doing here?” , “Pay attention.” ,
 “Are you OK?” などさまざまな解釈ができ、発信力は Speaking や Writing の力だけ
でなく、どのように会話で使用するのかなどコミュニケーション能力に関わる要素
も教えていく必要があることを認識させられました。参加者はペアワークで言語活
動の実践例や授業の課題など熱心に話し合い、さまざまな意見を共有しました。

　平成 28 年度、80 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 55 人、長期留学 25 人）。短期海外研修者に上限 18 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報告書より一部をご紹介します。

国立高雄第一科技大学（台湾）
国際コミュニケーション学部３年 N.T.

　台湾の人は日本についてよく知っている人が多
いが、群馬のことまで知っている人はクラスに全
くいなかったので興味深そうに聞いてくれてい
た。温泉の紹介で草津温泉の湯畑の写真を見せた
が、それが珍しかったのか質問タイムでは湯畑に
ついてたくさん質問を受けた。また、台湾にはタ
トゥーを入れている人が多いので、タトゥーをし
ていても入れる温泉を事前に調べて紹介したら

「よかった！私も入れる！」と言ってくれた子もい
たので役に立ったかなと思う。お祭りの紹介では
へそ祭りと玉村の花火大会を紹介したが、台湾で
は日本のような花火は見たことがないので「綺麗
だね、すごい！」という反応が多かった。特にた
またんとぐんまちゃんの花火が可愛いと人気だっ
た。個人的なおすすめスポットとして、草木ダム
付近の自販機食堂を紹介し、YouTube で見つけた

ビデオを流したらすごい！と大好評だった。写真だけよりもビデオを使うと実際どんな感じかがよくわかるのでより
興味深く紹介することができた。

ILSC　オーストラリア ブリスベン校
文学部英米文化学科 3年 I.M.

　ホストファミリーに紹介した時、日本へ行ったことはあるが、群馬県に
は行ったことがなかったので、群馬県の紹介に大変興味を持ってくれた。
特に温泉が気に入ったようで、いろいろな場所に有名な温泉があることに
驚いていた。また、いつも東京しか行かないが、交通の便が良く東京から
簡単に行けることから、ぜひ群馬県を訪れたいと言っていた。先生やクラ
スメイトに紹介した時も、初めて触れる日本文化にとても興味を持ち、た
くさん質問をしてくれた。タイの友人は四季が珍しかったらしく、それぞ
れの季節で景色が変わったり、夏はラフティング、冬はスキーなど季節に
よって全く違うアクティビティを楽しめることが素晴らしいと言っていた。また、寒い気候を体験したり、雪を見た
ことがないため、冬に訪れたいと言っていた。
　今回は群馬県の英語パンフレットに食べ物や観光名所の写真がたくさん掲載されていたため、わかりやすく説明す
ることができ、最後にパンフレットを欲しいと言ってくれたことも嬉しかった。

英語教育講演会 

　群馬県観光親善学生大使報告

留学支援事業

野田小枝子先生


