● 岩﨑由美 (インターンシップ)
● 2018年12月2日〜14日

● AtoZ Language Center [ マレーシア ]
● 担当：西岡美幸先生

● テーマ「シャドーイングを活用して、より自然な日本語の音声を身につける機会を与える」

日付

体験記（日誌）

12月3日

11時から西岡先生から、先生方に紹介してもらい、その後、学校案内及びカリキュラムについて、説明

（月）

して頂きました。授業で使う教材が豊富に揃っていて、とても見やすく配置されていました。今まで、
みん日以外の教材をあまり見たことがなかったので、比較しながら、時間のある時に見たいと思いまし
た。13時からは、木本先生から、２週間生活するにあたっての注意点やより快適に過ごすためのお店
情報や交通手段について教えてもらいました。
15時からは、私の模擬授業でした。48課使役文（許可・容認）について、３０分間行いました。今回
は、養成講座の最後の模擬授業で使った教案とスライドを手直しして、臨みました。
９名の先生方の前で、先生方を学習者として行いました。
発表の感想は、一度、学習者の前で、行った授業内容だったので、緊張感はあまりなかったのですが、
私の意図して作っている「言語挫折」→「導入」→ 「フォーム確認」→「インプット処理」→「コン
テクス内でのメカニカル活動」の教案がどのように伝わるのだろうかと、期待と不安がありました。模
擬後に、お１人ずつフィードバックをいただきました。
ほとんどの先生方がスライドだけを使っての授業は、あまり体験したことがなかったようで、特にアク
ションを使って、スライド画面を作っていたので、「生徒は関心を持って画面に魅き込まれるのではな
いか」というコメントを頂きました。教授法については、自己反省も含め、色々とあるのですが、何の
ためのインプット処理活動があるのですか、と質問された時には、それぞれの活動の目的をはっきり
と追求した上での教案作りの意義を改めて、考えさせられました。
この２週間内に何度か教案を作りますが、スライドを使った授業がこれからの最善の方法だと養成講座
で、学んできましたが、学習者のバックグランドや学校のスタイルを考え、板書の大切さなども含め、
新たな教案スタイルを作っていこうと思いました。

12月4日

11:00-12:00 Intensive A ( level 13) 木本先生の授業見学

（火）

漢字10字を学習しました。A4サイズ紙に1文字ずつ漢字をプリントして用意されていました。

５名参加

注意点を述べた後、ホワイトボードに貼って、音訓や漢字の意味を板書しながら、説明していました。
中華系の学生は、漢字の意味や音読みがある程度わかるので、先に答えてもらうように、誘導していま
した。積極的に答えようとしている雰囲気作りがよかったです。
12:00-13:00 Intensive C ( level 10) 山本先生の授業見学
46課導入

1名クラス

〜ところです。直前、最中、直後の時間差で表現の違いを表し、導入しました。

おとなしい性格の学習者ですので、積極的に話すタイプではないので、発話チャンスを促すように接し
ていました。時間に余裕があったので、私と自己紹介をしながら会話しましたが、日本語をゼロから始
めて、まだ半年しか学んでいないとは思えないくらい、会話できていました。
14:00-15:00 Intensive C ( level 10) 水野先生の授業見学

1名クラス

続きのクラスですが、先生が変わります。漢字は、中華系なので、問題なくこなしていました。シャ
ドーイングについては、『日本語を話そうシャドーイング』の教材を使って、毎日、１時間漢字とセッ
トで、学んでいました。
１課を5回に分けて、①意味確認→紙あり②③紙あり④⑤紙なしのようにレベルアップして、練習して
いくそうです。今日は、①の段階の練習でした。よくできていました。

17:30-19:00 Company (Nisshin GRC) 西岡先生の授業見学 5名参加
Companyに先生が出向いて、行う授業に同行させてもらいました。仕事が終わった後に会議室を利用
して、自ら学びたい学習者が１時間半の日本語を１週間に１回学びます。このクラスの学習者は、日本
への出張機会もあるようなので、モチベーションの高い生徒がしっかり学んでいる雰囲気でした。
学習内容は、36課導入

（〜ように、〜ないように、）できるようになりたいと思って、努力している

こと（日本語の勉強）を取り上げて、文系導入していました。
12月5日

11:00-12:00 intensiveB( level 5) 木下先生の授業見学

1名参加

（水）

21課導入。（と言います。と思います）見学の事前に「授業見学前レポート」を書き、担当の先生と
事前に確認相談するのですが、木下先生からの自分でもし授業をするとしたら、どのようにするか考え
るように。というアドバイスは、とても良かったです。受身の見学になりがちですが、自分ならこうす
るだろうと考えてから、私の考えに対して、授業前にアドバイスを頂き、その後先生の授業に臨みまし
た。しばらく休んでいた学習者だったので、活用を思い出させるのに、時間がかかりました。更に通常
の2倍の内容を導入だったので、いかに授業を進めていくか大変だったと思うのですが、待ちの姿勢を
保ちながら、テンポよく進めていらっしゃいました。板書のスピーディーさや、絵の導入が素晴らし
かったです。
12:00-19:00 教案作り

12月6日

11:00-12:00 intensive C( level 10) 貝沼先生の授業見学

1名参加

（木）

47課導入（そうです。ようです。）導入に実際の日本の天気のニュースをリスニングさせていたのが、
インパクトがありました。スライドやライティング、ゲームなど様々なマテリアルを使って、飽きさせ
ない展開の授業でした。おとなしいタイプの学習者でしたので、「もっと自信を持って言ってみよう」
と励ましていたのが良かったと思いました。
14:00-15:00 シャドーイング（オリジナル教材）授業担当
NHKのEasy Newsを題材にIntermadiateレベルのシャドーイングテキストを作りました。標準モード
とゆっくりモードで、私が教材を録音して準備しました。①２回紙なしで、リスニングしてもらい、②
その後、内容がどの位理解できているか、確認しました。文型は、既習でしたので、大丈夫でした。③
単語については、「わからないのはありますか？」という質問では、曖昧になってしまうので、わから
なさそうな単語をこちらから「これはどういう意味ですか？」と質問すべきだと思いました。④私のあ
とについて、読んでもらいました。言いにくそうなセンテンスは、繰り返しながら、進めました。⑤
シャドーイングは、ゆっくりモードから始めました。このクラスは、毎日シャドーイングをやっている
ので、いつもより長めの文章（1分30秒)でしたが、上手にできていると思いました。⑥今度は、立たせ
て、彼の声を録音して、チャレンジさせました。自ら目をつむって、かなり集中していたので、1回目
よりも上手になっていました。⑦言い淀んでいたセンテンスを口慣らしさせるようにリピートさせまし
た。⑧録音を少し聞いてみました。あまり声を拾っていなかったので、⑨座って最後のチャレンジにし
ましたが、今回は、録音に気を取られてしまい、集中があまりできていませんでしたので、つまる箇所
も多かったです。
【反省】1回行うだけで、集中すればするほど、疲れると思うので、連続でチャレンジさせるのではな
く、間に録音を聞く作業を入れられるとより良かったと思いました。文面も読みやすい配列を考慮す
れば良かったと思いました。家に帰ってから、録音を聞いて、自分でもシャドーイング練習が手軽にで
きることをもっと話してあげたかったです。最後には、暗誦して言えるレベルまで持っていけたら、発
音もより良くなるのがシャドーイング効果だと思います。そこまで、伝えられなかったので、次回は、
そこを意識した練習にしたいと思いました。
15:00-16:00 西岡先生からのフィードバック

学習者の気づきを大切にすること。わかりましたか？の

確認は、相応しくない確認の仕方であることを教えて頂きました。

12月7日

9:00-10:00 Meeting （第１金曜日）先生方が担当のCompanyや最近の様子を報告していました。

（金）
11:00-12:00 Intensive C(level10) 小林先生の授業見学

１名参加

47課（ようですから、）導入。前日の復習から入りました。絵を見て、状況を判断させての文作り
は、負荷が高いと思うのですが、小林先生のポイントを押さえたヒントでどんどん答えられるように
なっていました。
12:00-1300 Intensive C(level10) 授業担当

１名参加

48課（使役文・強制）導入。①単語の導入→絵カードで単語確認→させますの文型導入。②スライド
を使って、先生と生徒、お母さんと子供の関係で使役文強制のシチュエーションを作り、イメージさせ
ました。③自他動詞の使い分けを忘れていたので、復習しました。あまりわからないことをわからない
と言わない生徒なので、生徒をよく見て、大切なポイントは何度も繰り返すことが必要だと思いまし
た。④スライドを見ながら、文作り練習。⑤教科書練習問題。
13:00-13:30 小林先生のフィードバック

板書の際、ポイントは、色を使って。よくできると思う学習

者でもまだ48課はビギナーなので、語彙コントロールと話すスピードに気をつけて。もっとコーラスさ
せて。イントネーションできれば、標準語を使って。とアドバイスを頂きました。
16:00-17:00 勉強会「初中級ブリッジ教材」のテキストを使って、先生方で勉強会をしました。
12月8日

11:00-16:00 教案作り

（土）

16:00-18:00 グループレッスン授業見学

木下先生

４名参加

土曜日は週１回のグループレッスンがあり、参加させてもらいました。16課（〜て、〜くて）単語&文
型導入。ペアワークを随所に盛り込み、全員の発話するチャンスが多かったです。〜くて、の導入がユ
ニークでした。特徴のある男女を結婚させて、２つの特徴を持った子供が生まれる！わかりやすかった
です。盛り沢山の導入をわかりやすい例と絵カードを使って、スムーズにインプットしていました。助
詞につまづいた時も復習しながら、確認し直していました。
1週間後

★西岡先生からのコメント★
初日に模擬授業をして頂きました。しっかりと準備された模擬授業で、当校教師も勉強になりました。
翌日から2日間インテンシブクラス見学に入って頂きました。見学中も熱心に担当の教師とやり取りを
されていて、これからの意気込みを感じました。4日目、5日目はクラス担当して頂き、6日目はグルー
プクラスの見学に入って頂き、1週間を終えられました。実習講座開始から担当までの時間も限られて
いた中、丁寧に準備にも取り組まれ、また授業も終始落ち着いてこなされていて、担当教師も安心して
任せることができました。授業を終えられた後のフィードバックの際も担当教師と熱心にやり取りをさ
れていて、今後に生かしていこうという姿勢がみられました。2週間目も引き続きクラスを担当して頂
きます。

12月10日 11:00-12:00 Intensive C(level10) 授業担当
（月）

１名参加

48課（使役文・許可）導入。初日の模擬授業で使ったスライドを木本先生のアドバイスで、かなり手直
しして、授業に使いました。流れの中で、なぜこの流れ？と思う箇所は、不自然になっていて、説得力
のない内容になりかねないと教えてもらいました。動詞の活用練習は、これから取組む文作りに使う動
詞を練習させておくことや漢字のルビ、練習回数も十分に行った方が良いことなど、きめ細かいご指導
を何度も頂きながら、手直ししました。このおかげで、学習者も理解はできていたと思います。また、
会話練習では、本当の会話を弾ませるように、全体の役目を練習させた方が良いというアドバイスも頂
きました。

12:00-13:00 Intensive C(level10) 授業見学

木本先生

１名参加

48課（使役文・許可）前の私の授業での例外パターンを説明（自動詞の通過のをの時の助詞はににな
る）を補足してくれました。〜させていただけませんかの導入。使役のkey pointとして、誰がどんな気
持ちで、使うシチュエーションなのかを考えるように３つのパターンで説明していました。
12月12日 11:00-12:00 Intensive B(level5) 授業担当
（水）

１名参加

24課（〜くれます）導入。7課で学習したあげます、もらいます、の復習から入り、クリスマスプレゼ
ントを誰が私にくれたかという展開で、導入しました。また、練習では、レアリアを使って、実際に物
の受け渡しをしながら、くれましたの練習をしました。スライドだけではなく、板書も使って、メリハ
リをつけるようにしました。
12:00-13:00 Intensive B(level5) 授業見学

小林先生

１名参加

24課（〜もらいます）導入。この課は、日本独特の文型だと思うので、難しいと思っていたのです
が、他の文型と比較しながらわかりやすく導入していました。私も勉強になりました。
12月13日 11:00-12:00-13:00 Intensive B(level 5) 授業見学
（木）

小林先生

１名参加

24課（〜くれました/〜あげます）アイリーンさんからをとにの助詞の使い方の質問がありました。会
話練習ができるレベルまで、習得できるようになっていました。
14:00-15:00 Intensive B(level5) 授業担当

シャドーイング（オリジナル教材）授業担当１名参加

今回は、24課を学習中の生徒のレベルにあったシャドーイング教材をオリジナルで準備しました。全
て既習の文型と単語で、文章を作り、私の声で録音しました。①標準スピード（50秒）で聞く（紙な
し）②ゆっくりスピード（1分）で聞く（紙なし）③紙を見て一文ずつよむ。読みながら、わからない
単語に線を引く④意味を確認⑤声を合わせて一緒に読む⑥一人でブツブツ読む⑦シャドーイング1回目
⑧2回目（録音）自分の声を確認⑨3回目（録音）
つまづき箇所はありましたが、よくできていました。前回のシャドーイングは、生徒のレベルより、
高めの設定でチャレンジさせましたが、今回は、レベルに近いものを用意してみました。同じ教材で、
２回に渡って、授業することができれば、録音の声を自分で確認し、回を重ねる毎に上達が見られるこ
とを実感できたのではないかと思います。そうすることによって、シャドーイング練習でより自然な発
音やイントネーションを身に付けられることを実感でき、いつでもどこでも成果の出やすい学習方法
として、シャドーイングを活用してもらえるのではないかと期待します。
12月14日 11:00-12:00 Intensive B(level 5) 授業担当
（金）

１名参加

25課（〜たら、〜なかったら、〜）動詞・形容詞・名詞それぞれに導入でイメージをさせてから、
フォーム練習に入るようにしました。スライドを用意して、２つの文章を1文にする練習を繰り返しま
した。また前文の条件を与えて、後文を考えさせる練習も効果的でした。木本先生のフィードバックで
ストーリー性を持たせるとよりイメージから定着が得られることやB・C練習で出てくる漢字や形容詞
の活用を最初に練習しておくと良いことも教えて頂きました。
12:00-13:00 Intensive B(level5) 授業見学

木本先生

１名参加

25課（〜たら、〜なかったら、〜）連続性の絵カードを使って、ストーリー仕立てで、文作りができ
る練習をしていました。また、QアンドA方式でのどうしますか？の導入練習も学習者が楽しく答えら
れる内容でした。
15:00-16:00 留学説明会

東京のJET日本語学校の先生方がみえて、Intensive クラスの生徒（7名）を

対象に学校説明会があり、私も参加させて頂きました。生徒一人一人に、どのような思いで日本語を学
び始め、また今後どうしていきたいのかを聞き、先生からのアドバイスをもらっていました。しっかり
とした目標があるからこそこの短い期間でも、しっかりと学べるのだと思いました。

[ 総評 ]

AtoZ language center

西尾亜希子校長先生

明るくフレンドリーで、スタッフや学生さんともすぐに打ち解けてくださいました。その国や相
手のことを好きになり、そしてその好きな気持ちを気持ちよく相手に伝えられる性格は、日本語
教師にとても向いていると思いました。授業中は、学生さんとのやり取りを楽しみながら、導入
や練習をされていました。いつも笑顔で声もはきはき、でも落ち着いていて、聞き取りやすかっ
たです。学生さんが英語で質問してきても、英語は使わずなるべく簡単な日本語などで説明して
いる姿勢もよかったです。導入から練習の流れ、文法研究、助詞の違いなど、これから勉強する
点もあるとは思いますが、常に勉強しよう、吸収しようという意識が高いことが素晴らしく、当
校の教師にとっても刺激になる経験をさせていただきました。ありがとうございました。

[ インターンシップを終えて]
AtoZの先生方は、ハードスケジュールの中、インターンシップの私に対して、いかに多くの体験をさせ、
様々なことを教えようと試みてくださったかと思うと、ただただ感謝の気持ちしかありません。２週間あっ
という間でもありましたが、濃厚な毎日でした。ほぼ全員の先生方の授業を見学することができましたし、
私の担当する授業のための打合せ、教案指導、フィードバックをしっかりと組み込んで頂きました。特に
教案作りに関しては、担当の先生が納得のいくまで、何度も時間を取って頂き、きめ細かく指導して頂き
ました。。個性ある先生方の授業から、私は良い所取りをさせてもらおうと学習者と同じようにしっかり
とノートを取り、学ばせて頂きました。とにかく、AtoZの先生方は、学習者に対しいかにわかりやすく、
楽しく日本語を学んでもらえるだろうかという目的のために、先生方の熱心に勉強をしている光景を目の
当たりにしました。あれだけ準備して臨んでも、そこから出る反省を次に生かそうと努力する様子を見て、
本当に刺激を受けました。このように今回私が学んだ最も大きな事は、教え方のノウハウだけではなく、
先生方の”学習者への熱い思い”でした。この思いがあるからこそ、異国の地で、真剣に学ぼうとしている
学習者と先生方が一体となって、素晴らしいAtoZという学校があるのだと思いました。
できることならば、近い将来、素晴らしい先生方と一緒に働ける日が来ることを目標にして、今できるこ
とを頑張りたいと思っています。

