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1．はじめに 

 

 近年、我が国ではグローバル化の進行の

背景に加え、平成 23年度から小学校外国語

活動が必修化された。さらに、東京オリンピ

ック・パラリンピックが開催する 2020年に

全面実施を目指し、小学校 5，6年生の英語

の教科化や英語活動の開始時期の低学年化

の計画が発表された（文部科学省，2013）。

このようなことなどを背景に、未就学児を

対象とした英語環境を取り入れた保育を行

うプリスクールが全国的に増加傾向にあり、

さらにそれらの影響を受け保育園や幼稚園

でも英語の保育時間の需要が高くなりつつ

ある。また、在日外国人の子どもや保護者数

も増加傾向にあり、相互理解のために英語

での会話ができる保育者の需要に対しても

保育者の不足が課題であると思われる。 

 百瀬・橋元（2015）によると保育者を目

指す学生の英語への苦手意識は強く、保育

者になるためには英語は不要であるという

認識をもっている多くの学生の存在が指摘

されている。そのため筆者は、まずは学生が

英語を楽しみながら身近に感じることがで

きるように心掛け、英語でのコミュニケー

ションが必要とされる具体的な保育場面を

想定しながら授業を構成することを試みた。

筆者が過去に勤めた英国の幼稚園や保育所

で実践されていた英語の歌やお遊戯、手あ

そび、人形劇、読み聞かせなど多様な表現活

動を授業に取り入れることにより、学生が

将来日々共に過ごす子どもの姿を想像しな

がら、英語学習の動機づけを促す必要があ

ると考えた。 

保育者養成における英語授業に関する先

行研究では、保育に関係する英語の歌など

を導入することにより、効果的に実践力を

つけていることが報告されている（森田

1995，1997 大須賀 2006，カレイラ 

2009）。また、新山（2014）は、即興表現を
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中核とした授業実践を通して、学生の保育

実践への有用性にについて報告している。

このような事象を念頭におき、筆者が担当

している保育者を目指す学生を対象とした

英語の授業では、一般的な英単語や英文法、

読解を行う英語授業を優先せず、保育にお

いて実践的な英語力を身につける方法とし

て英語による多様な表現活動を中心とした

授業内容を導入した。 

 

2. 授業の概要 

 

2－1. 授業実施期間 

2016年後期授業 15回，2017年後期授業

15回 

 

2－2．授業受講者  

H 短期大学保育学科の学生 2 クラス 

各 25 名前後 × 2 年間（2016 年、2017

年） ＝４クラス 

 

2－3．授業の目標 

1) 保育園、幼稚園での日常生活で必要な英

語力を獲得する。 

2) 海外の保育現場で実践されている手あ

そびや歌の歌詞を理解しながら実践力を身

につける。 

3)英語による人形劇の実践を通し、基礎的

な英文法や英会話を身につける。 

 

2－4．教科書の選定 

本授業が、保育士、幼稚園教諭を目指す学

生の必修科目であることから、保育・幼児教

育の現場を想定した英語による基礎的なコ

ミュニケーションを習得することに焦点を

あてた。そのため、「保育英語検定試験 5級」

のテキストを採用した。この試験は、筆記試

験が 5級～1級まであり、5級の目安は「保

育英語習得のきっかけとして、初歩的な単

語・フレーズを理解でき、語・フレーズを理

解でき知識を有する。（語彙力 約 200語）」

とされている。英語で保育を行うことがで

きる保育者の需要の高まりを受け、この保

育英語検定を団体受験させている保育者養

成校は増加傾向にある（鈴木 2011）。 

学生は、このテキストのＣＤや筆者の肉

声を聞きながら発音を練習し、フレーズを

覚え、保育者役と子ども役のペアを組み、実

際の保育事例を想定しながら英語によるコ

ミュニケーションを経験させた。例えば、

「What’s  today’s  snack?（今日の

おやつは何かな？）」「Let  me  see.（見

せて）」「It’s  a  bread.（パンだよ）」

といった会話をペアで実際に行った。短期

大学へ入学するまでの間に、英語に対して

苦手意識が蓄積された学生が多く存在して

いたことから、学生が受け身的な授業では

なく、できる限り積極的に楽しみながら参

加できるようにアクティブ・ラーニング型

の授業展開となるように配慮した。 

 

2－4．歌と手あそびの教材 

筆者が過去に勤務した英国の幼稚園や保

育園の現場において、当時子ども達と保育

者が実践していた歌と手あそびを取り上げ、

子どもの発達段階に応じた保育者の配慮や

子ども達の活動の様子をエピソードに加え

ながら、海外の保育現場でも役に立つ英語

による遊びを紹介した。また本学がキリス

ト教の精神に基づいて設立されていること

から、子ども向けのクリスチャンソングや

クリスマスソングも紹介した。クリスマス
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ソングの 2 曲は、本学で行われるクリスマ

ス前の点灯式において、付属園の子ども達

らの前で手話を共に歌うため暗唱すること

を目標に練習を重ね、グループ同士で発表

及び評価する機会を継続して設けた。 

それらの指導方法は保育現場で子どもが

歌を覚える流れと同様に、最初は楽譜を渡

さずに筆者が学生に肉声で歌い、続けて学

生がメロディーを覚え歌った。その後、配布

した楽譜で単語の発音やイントネーション

を確認し、楽譜の中での重要な英文法を確

認し、その文法を使用して各自例文を考え

発表させた。手あそびのしぐさが決まって

いないものに関しては、各グループで相談

し独自に考えて発表しあった。 

このように各授業最後に発表することを

課題とした理由は、意識して練習を反復し、

正確に英語を暗記し習得させたいと考えた

からである。また、保育者として求められる

基礎的な表現力を育成するための授業実践

として位置付けたためである。以下のリス

トが本授業で取り上げた曲目となる。 

 

1. Morning is come 

2. Head shoulders, knees and toes 

3. Row, row, row your boat 

4. If you’re happy and you know it 

5. London Bridge 

6. Happy Birthday to you 

7. Ensy Weensy Spider 

8. You are my Sunshine 

9. We wish you a Merry Christmas 

10. White Christmas 

11. Santa Claus is coming to town 

12. Jesus loves me 

13. Open shut them 

14. Twinkle, twinkle, little star 

15. Good bye 

 

2－5．工作の教材 

1）クリスマスカードの製作 

 本学がキリスト教に基づくものであるこ

とから、キリスト教にまつわるクリスマス

メッセージの英語例文をいくつか紹介し、

その中から例文を引用したクリスマスカー

ドを制作した。各自、図書館で保育関係の本

を参考にしてデザインを考え、各自オリジ

ナルな作品を仕上げた。 

 

2）小人の手芸 

 秋～冬にかけて物語に登場する小人をフ

ェルトと羊毛を使用して制作した。英文で

記載された小人の作り方についての説明書

を配布し、各自で辞書を使用して翻訳した

後、製作に取り組んだ。この作品が保育室で

の装飾や文学あそびなど現場での活用例を

紹介したことにより、学生が小人の製作を

完成させそれを保育現場で活用させること

を期待するとともに、意欲的に複雑な文法

の翻訳も文脈から意味を推測しながら取り

組んでいる様子が伺われた。 

 

2－6. 人形劇の教材 

The Giant Turnip（訳：おおきなかぶ） 

 古くから受け継がれているウクライナの

名著で日本語版でも長く読み継がれている

ことから、学生は物語の流れを理解してい

たため朗読への流れがスムーズであった。

英語多読は、英語に対する不安を軽減し、英

語学習に対する動機が高まることも報告さ

れていることから（松井・松井 2017）、英

語絵本の読み聞かせの練習をペアで重ね、
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発表の時間も設けた。また生の読み聞かせ

は、我が国の幼稚園や保育園などで日課と

していることが多い。学生が園児に読み聞

かせを行うことを想定して声の大きさや質

を考えながら練習を重ねることは、日本語、

英語を問わず読み聞かせの技能の重要性を

認識しているため（城一 2014）、実技力の

向上に繋がると考えたためである。 

次に人形の動かし方や、セリフの間の取り

方なども意識するように助言した。人形劇

の対象年齢は 2～6 歳、30 人前後の子ども

の前で実際に上演できることを想定して各

グループで練習を重ねた。各登場人物のセ

リフを暗記することを課題とし、文章の中

で重要な英文法に関しては講義を行いテス

ト範囲に含めた。 

また最終授業時には、学生らが本学に隣接

する付属幼稚園で、在園児を対象に人形劇

や手あそび、歌、ゲームを発表した。人形劇

の上演中は日本語を一切話さない英語のみ

で上演したが、4歳児 30人の子ども達は静

かに集中して聞き、繰り返された「Oh, here 

we go! (うんとこしょ どっこいしょ)」の

セリフを子どもら自らが学生と一緒に言う

姿がみられた。発表直後には、幼稚園の先生

方から学生に対して声の大きさや、身振り

手振りなど表現活動に対する具体的な指導

も頂き、今後の保育現場で生きる実践技能

を向上する機会となった。 

このように保育現場で英語による表現活

動を行うことは、どの学生にとってもはじ

めての体験であったが、緊張する表情の中

にもそれまでの授業では見られない穏やか

な笑顔で励んでいたように感じられた。学

生からの感想としては「子ども達に自分が

話す英語で人形劇を上演出来て、英語に対

して少し自信がついた。」「英語だけで人形

劇を上演しても子どもが理解できないので

はないかと不安だったが、子ども達は真剣

に人形を追いながら聞いてくれ、途中から

セリフを一緒に言うほど英語に馴染んでい

て感動した。」などという感想が述べられた。

子どもからの応答を実際に学生が生で感じ

ながら英語で活動することによって新たな

発見や感動を深め、英語学習に対する動機

や自信を高めるひとつのきっかけとなった

のではないかと思われる。 

 

 

 

写真 1：手あそび ／Rock , Scissors Paper  

 

 

 

写真 2：歌／Morning is come, Good bye 
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写真 3：人形劇／The Giant Turnip 

 

 

3．おわりに 

 近年では保育者養成において、外国での

保育実習や研修を受ける機会を学生に紹介

している学校が存在している（鈴木 2012）。

現地の保育現場では、英語は母国語である

ため保育者が子どもに英語を教えるという

よりも、子どもは英語が話されている環境

の中で、遊びながら英語を習得している。従

って、子どもに英語を教えるという授業で

はなく、子どもを英語で保育することを目

標とした本授業は国際的に対応した授業で

あるともいえる。 

また保育現場をイメージしやすい授業設

定で、多様な表現活動を取り入れた授業実

践を行った本授業は、学生が能動的に参加

する中で英語に対する不安感が軽減され英

語に対する有能感が高まる様子を確認する

ことができた。また、保育英語のテキストに

基づいた内容を含めたテストを活用したこ

とにより、英語による日常会話の向上も認

められた。 

 保育者養成校における英語授業で 2 年間

にわたり、英語による表現活動の実践に取

り組んできた。学生が記入した授業感想シ

ートでは「英語は難しいと思っていたが、授

業を通して英語が身近に感じたし、いつか

話せるようになりたいと思った。」「外国の

幼稚園へも行って、ネイティブスピーカー

に通じるかどうか試してみたい。」「歌や手

あそびなどは好きなので、嫌いだった英語

が、好きな時間になった。」などといった記

述から、英語に対する学生の不安感の軽減

や、英語学習に対する動機向上の効果の可

能性が見出された。これらの感想から学生

たちに本授業は英語本来の楽しさを感じ、

英語学習に対する動機を高めるきっかけと

なったと考える。また、学生が保育現場で子

ども達に英語による表現活動を実際に実践

したことにより、英語を習得しただけでな

く保育現場で求められる表現力を高める練

習になったと考える。 

2 年制短期大学の保育者養成の課題とし

て、免許・資格取得に必要な実習準備及び専

門性に必要なカリキュラムの過密さがその

ひとつとして挙げられる。したがって学生

が 2 年間で受講する各授業が連続性や関連

性を持ちながら資質能力の向上を高めるこ

とが重要であろう。英語の授業が他の専門

授業と分けて考えられることなく、英語の

知識・理解を増すことにより国際的な幼児

教育にも視野を広げ、また英語による表現

技能を高めることにより保育者として求め

られる実技力の資質・能力の形成に向かう

ことが理想的であると考える。今後は、保育

現場で求められる英語力の傾向とあわせて、

保育者養成における英語授業の可能性を多

角的に探っていきたい。 
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