
ダラス補習授業校
AG5補習校チーム

2018年度活動報告会

多様な児童生徒が一緒に楽しく日本語を学ぶ授業づくり

～補習校のネットワークを力に～

AG5（エージーファイブ）とは、公益財団法人海外子女教育振興財団が文部科学省より受託した「在外教育

施設の高度グローバル人材育成拠点事業」のことで、高度な（Advanced）グローバル人材（Global human 

resources）の育成を目的として5つの研究テーマを取り扱うことから「AG5」と名付けたものです。



退出

・今後の改善の資料とするため、主催者側で会議を録画させていただきます。

・肖像権等の問題がありますので、参加者のみなさまは、録画・資料のダウンロードはご遠慮ください。・

ビューボタン 画面の見え方が変わります

画面共有ボタン
発表に影響するので操作しないでください

ビデオOn/Off

マイクOn/Off 話すときはクリックして斜線を消してください

参加者一覧 On/Off

全画面表示 On/Off



プログラム
時間はダラス時間(CST)（日本時間）

7:00 (10:00) 開会 ダラス補習授業校校長挨拶

7:05 (10:05) 小4部会報告・意見交換

7:30 (10:30) 小5部会報告・意見交換

7:55 (10:55) 小6部会報告・意見交換

8:20 (11:20) 来年度に向けて意見交換

8:30 (11:30) 閉会

（司会） 海外子女教育振興財団 AG5補習校チーム 佐々 信行



ごあいさつ

友愛学園ダラス補習授業校

校長 宮地 仁



小4部会報告

ダラス補習授業校 バーバー悦子

AG5補習校チーム 近田由紀子

佐々 信行

2018年度に作成した学習指導計画

「自分の考えを伝えるには」

「クラブ活動リーフレット」



テーマ：主体的に伝え合う活

動を通して、日本語力を高め

る授業づくり

日本語力に差のある子供達が

共に楽しく学べる学習活動

４つの気づき

１導入の工夫
２学習活動の見える化
と細かいステップ

３ポスターセッションで
交流の場を確保

４評価とふりかえり

単元１「自分の考えを伝えるには」（意見文）

おすすめの場所しょうかい

文型：〜なら〜がいいと思います。なぜなら〜からです。

単元２「写真と文で活動を伝えよう！」（説明文）

リーフレット、パワーポイントで発表

文型：〜には〜と〜があります。上の写真ではー、

また、ー、このように

単元３「テキサス州の特色やよいところを伝えよう！」

（研究レポート）国語と社会の合科



気づき１ 導入の工夫

ゲームでお薦めの場所を話し合う。→書く作業に抵抗なく移行

子供達の現実生活に伴う言語活動を設定すること



• ダラスやダラスの近くには色々とおすすめ
の場所があると思います。
サイコロゲームをしながら、順番に話して
みましょう。（時間は10分）

話すテーマは６つあるよ。

１ 家族で遊びに行くなら

２ スポーツをするなら

３ 買い物に行くなら

４ のんびりするなら

５ 植物や動物や科学に興味があるなら

６ 。。。（自分の好きなテーマで）



気づき２ 学習活動の見える化と
細かいステップ

学習活動の「ねらい」と道筋を子供達・保護者と共有

ワークシートと短冊の活用

主体的に書くことを決め、見通しを持って書き始める



短冊
お薦めの場所と
理由を書く

短冊→作文

→リーフレット

→パワーポイント



気づき３ 交流の場

ポスターセッション

他のクラスとも交流

単純な質問や感想→さらに深い質問や感想



ポスターセッション

＋言語活動が増える

＋交流の場が増える

交流タイム



気づき４ 評価 ふりかえり

活動のステップごとに活動を評価

ふりかえりシートは有効



• 子供たち
どうしで
読み合う

• ふりかえりシートに書き込む
• 学級全体でまとめる



小5部会報告

ダラス補習授業校 長本 玲子

AG5補習校チーム 今澤 悌

岡村 郁子

2018年度に作成した学習指導計画

「天気を予想する」+「グラフや表を用いて書こう」

「一枚の写真から」



ダラス補習校 小5 提案授業について

教科学習を通して、教科と日本語を学ぶ
～ 「グローバル人材の育成」をめざして ～

２０１９／０２／１１ ： Skype報告会

山梨県 甲府市立大国（おおくに）小学校

（日本語指導センター校）

教 諭 今 澤 悌（やすし）
y-now@mx5.nns.ne.jp

補習校5年研究会



AG-5プロジェクトのねらい
「在外教育施設における高度グローバル人材の育成」

◎国際的視野で考えられる力 ◎日本語力の向上

日本語力が弱い子
に視点を当てて、
すべての児童の
日本語力向上を



◎日本語力の向上
教科の目標

日本語の目標

○ワークシート、資料等の活用
・表現モデルの提示
・文章構成を視覚化
・資料の言語化
・グラフを読む（読解力）

○活動の工夫
・バラバラにした文章の復元
・想像を言語化して話す。
・ペアワーク、グループワーク

等々

を達成するために教科学習を通して
教科 と 日本語 を学ぶ

日本語力が弱い子
に視点を当てて、
すべての児童の
日本語力向上を

アクティブ・ラーニング

今回のダラス補習校
5年生の授業では・・



◎国際的視野で考えられる力

○社会科と合科的に学ぶ
・グラフを読む（読解力）
・グラフを解釈し意見交換
・時事問題に関心を向け、意見を持つ
（テーマの工夫）

アメリカの補習校ならではのテーマ
について関心を持ち、考える・・・
「自動車産業」、「貿易摩擦」、
「日本車人気」・・・

日本語力が弱い子
に視点を当てて、
すべての児童の
日本語力向上を

今回のダラス補習校
5年生の授業では・・



グラフを用いて意見文を書く
社会科と合科的に学ぶ

グラフを
読む

グラフを理解し、
解釈し、

そして考え、意
見交換をする。

自分の意見
を支える（
説得力のあ
る）論にす
るために、
引用する。

グラフを読む力
＝読解力

思考力・
判断力・
表現力

表現力

日本語力の向上

「 高度グローバル人材の育成 」

日本語力が弱い子に視点
を当てて、すべての児童の
日本語力向上

国語科・社会科の力の育成



アメリカの補習校の授業で
「トランプ発言」を考える

時事問題
のピック
アップ

アメリカに住んで
いる子どもたち
が考える。

「日本の総理大臣」
として、自分の問
題・課題として考え
る。

国際的な視野を
持つ

国際問題・課題
を、肌で感じる
事ができる

補習校の子ども
ならではの視点、
感じ方、考え方で

補習校だからこそ育成できる力、能力、「人材」！

「 高度グローバル人材の育成 」！！



単元１「グラフや表を用いて書こう」（社会：世界とつながる日本の工業）

紙芝居型本文
「天気を予想する」の本文の内容を
グラフや図と関連させて読みやすく
するために，グラフや図と関連する
部分だけになるように本文を区切って
作成したもの。宿題の音読でも活用。

「問い」「答え」ワークシート
「天気を予想する」の本文の内容を整理し，
説明の仕方の工夫に気づかせるために使用
した。３つの問いと答えを見つけて整理し，
筆者の考えをまとめるものと，それにヒン
トのついたものが裏表になっている。



単元１「グラフや表を用いて書こう」（社会：世界とつながる日本の工業）

図表・本文バラバラ事件
「天気を予想する」の紙芝居型本文を上下に切り離し，①本文をもとにグラ
フや図を，②グラフや図をもとに本文を，それぞれ正しく並べ直す活動をペ
アで交互に行った。並べ直した後は，各自が根拠を説明した。



単元１「グラフや表を用いて書こう」（社会：世界とつながる日本の工業）

モデル文から文章構成を知る
何をどの順序で書いていくのかの文章構成
と，その中で使われている表現を知る。

トランプ大統領の発言から，これからの
自動車産業について考える
「関税が２５％に上がったら
どうすればよいか」について，
様々な意見が出た。

自分の意見に合ったグラフ等の資料を選ぶ
自由に話し合いながら，グラフや表を選んだ。

自動車会社で働く保護者も多く，
日本車への関税値上げは子ども
達にとっても切実な問題。意欲
的な取り組みが見られた。



単元１「グラフや表を用いて書こう」（社会：世界とつながる日本の工業）

「意見文ワークシート」に意見を整理する
ワークシートに示された順序で，自分の考えを整理して書いていった。意見文を書く際に
使いたい表現も，その都度見て，参考にして書くことができるようになっている。



単元２「一まいの写真から」

リレー作家ゲーム
物語の構成を学んだ後，ペア又はグループで，一枚の
写真を見て，登場人物の関係やこれから起こる出来事
を考え，交互に物語のストーリーを作りながら話して
いった。

物語構想シート
リレー作家ゲームの活動の後，各自が写真を選び，物語
の構想を練った。



単元２「一まいの写真から」

表現の工夫を探し，それを参考にして物語を書く
工夫発見カードを使って，持ち寄った本を読みながら，「書き出しの工夫」「気持ちを表す工夫」
「情景を表す工夫」を探して，付箋を貼った。発表し合って共有した後，それらの表現を取り入れ
て，構想シートに書いた物語を仕上げた。



単元２「一まいの写真から」

書いた物語を交換して読み合い，ＰＯＰを書く
書いた物語をペア又はグループで交換して読み合い，工夫されている点を探して評価した。
その後，見つけた工夫された点をアピールし，お互いの物語を売り込むための宣伝用ＰＯＰ
を作った。ＰＯＰができあがった作品は自由に読んでよいことした。

出来上がった物語とＰＯＰ

互いの書いた物語を
熱心に読む児童

出来上がった
物語の一例



小6部会報告

ダラス補習授業校 佐藤 恵美

AG5補習校チーム 雨宮 真一

渋谷 真樹

2018年度に作成した学習指導計画

「未来がよりよくあるために」

「『鳥獣戯画』を読む」



ビブリオバトル
（書評合戦）

意見文の題材になる
「未来」に関する様々
な本を紹介し合う



「なたもだ」作文

➀

➁
➂

互いの考えの違いや
意図をはっきりさせ、
建設的に話し合う

構成を工夫して、自分の意見を
伝える文章を書く

どんな未来にしてい
きたいのか、友だち
の意見を聞きあう



ポスターセッション形式 意見発表会
何度もペア
を変えて発
表することで、
最後は原稿
なしで発表
できた！

「なたもだ」
・なぜなら、
・たとえば、
・もし、
・だから
を使って、
意見を言う！



反転授業
反転授業は、従来の授業形態をまさに「反転」させ
たもので、家庭でいわゆる「授業」を映像教材を用
いて予習の形で受講し、学校の授業の時間では
通常「宿題」として扱われる演習や、学習内容に関
わる意見交換などを行うもの。つまり、学びのイン
プットとアウトプットの場を全く逆にする。



物語即興スピーチ 授業では、反転学習で得た知識を意識して、物語
を即興でスピーチ（話す力）し、宿題で同じ知識を
意識して短い物語を書いて（書く力）提出する。

◆主に次の3つのことが身につくことを目指す！
・話をするときは、5W1Hに意識すると、正確に伝わる。
・目に見えないものやことも、解釈して言葉で表現することで、自分の考えが伝わりやすくなる。
・話には「起承転結」などの型がある。型を考えて伝えると、話を聞く方にとってもわかりやすくなる。

話す力

書く力



朗読テスト Google Drive

へアップロード
かUSBに入れ
て提出

日本語の音読は、言語習得のための基礎的な練
習で、この活動から日本語の文法や語彙、言い回
しやイントネーションなど様々なことを自然に学ぶ
ことができる。ここでは、感情をこめて読み上げる
朗読を目標におくことで、練習する必要性を高め
る。また、朗読テスト行うこと、テストの方法を工夫
することで、動機を高く維持することを試みる。



「鳥獣戯画」

創作アフレコ

「鳥獣戯画」絵巻を６つのシーンに分けて、グループごとにアフレコ
（キャラクター設定・ストーリー創作・セリフづくり）を行う。

1分前後の動画
ストーリーやセリフを考える際には、「物語即興創
作スピーチ」で学んだ力、発表会では「朗読」活動
で培った力を活かすことができる。



「『鳥獣戯画』を読む 読解
クイズオリエンテーリング

出題者

出題者

出題者

出題者

クイズ形式ですべての段落の問題に答えることで、本文全体を主体的に深く理解する。



「鳥獣戯画」創作アフレコ発表会

直前練習

動画

自分の頭の中で考えていたこと
や理解していたことを、仲間たち
と協力して外に出そう！

協働する力
を育てる！

保護者コメント：日本の子供たちがグループディスカッションで意見を述べ
ながら創作することは、子供たちの発想力、プレゼンテーション力を伸ばす
のに大変有効。日本人は苦手だが、会社ではこういう力が求められる。

台本



ありがとうございました

JOES（Japan Overseas Educational Services）
公益財団法人 海外子女教育振興財団

チュー太
財団通信教育キャラクター

AG5ウェブサイト

補習校教員交流Facebook

も、よろしくおねがいします。

https://www.ag-5.jp/
https://www.facebook.com/groups/1664125650300837/

