
 

 

 

 

 10月20日（日）、「グローバル化」をテーマに、庄原市民会館で教育フォーラムを開催し、

約500人が参加しました。 

最初に、庄原小学校の６年生が外国語科（英語）

の「I like my town.」の公開授業を行いました。

この単元は、総合的な学習の時間での学びともつ

ながっており、自分たちが住んでいる庄原市にあ

る施設やお祭り、そこでできること等について、児

童が考えや気持ちを英語で伝え合いました。また、

アルファベットの「名称」だけでなく「音」にも慣

れるためにジングルを歌ったり、簡単なクイズを通して書いたりする活動も行いました。 

続いて庄原中学校の３年生が、昨年度の関西方面へ

の修学旅行で行った庄原観光ＰＲの取り組みを発表

しました。外国から京都へ来られた方にパンフレット

を用いて英語で庄原をＰＲするという取り組みにつ

いて、「何をＰＲするか？」「どのようにしたら庄原の

良さが伝わるのか？」など、生徒が授業中に試行錯誤

している様子や、京都の街で実際に外国人観光客にＰ

Ｒしている様子など、ＡＬＴとともに再現しました。 

その後、２年生２人が英語スピーチを行いました。 

小中学生が英語を使って、一生懸命自分の思いを表現する姿に、会場からは大きな拍手

が送られました。 

最後に、テレビなどでも活躍されているルース・マリー・ジャーマン

さんが、「外国人から見た日本のグローバル化の現状～日本人がグロー

バル化と向き合うための心構え～」と題して講演を行いました。今後、

ますますグローバル化が進展する社会において、相手が何を求めてい

るのかを考えること、日本人の発音はきれいで分かりやすいので、正し

さよりも伝わるように説明することを意識すればよいことなど、笑い

を交えながらテンポのよい講演で、会場全体が大変盛り上がりました。 

参加者からは「小中学生が英語で一生懸命に伝えようとしている姿がすばらしかった。」

「ルーシーさんの講演はとても分かりやすくて楽しかった。英語を学びたい、話したいと

思いました。」などの声が多く聞かれました。  

令和元年度庄原市教育フォーラム 

「グローバル化」をテーマに開催！ 

～学校・家庭・地域が一緒になって考える～ 



 アンケートから ～ 参加者の感想・意見等 ～  

 

○ 本日のフォーラムについて感想等あればご記入ください。 

10 代 学生・生徒 
とても緊張しましたが、うまくできてよかったです。いい経験になりました。 

よかったです！ありがとうございました。 

10 代 学生・生徒 見に来てくださった方々がとても温かく見守ってくださり、嬉しかったです。 

10 代 学生・生徒 とても貴重な体験ができて、とてもありがたかったです。 

20 代 教職員 

子供たちの外国語に対する主体的な学びを促すためにも、教員の指導

力の大切さが分かりました。子供たちの意欲がとても伝わりました。 

ルーシーさんの講演はすごく楽しく、英語に自信をもつことができました。 

20 代 教職員 

子供たちの授業、発表ともにすばらしく、今後、このように「英語が楽し

い！」「使ってコミュニケーションをとりたい！」という意欲を育んでいくことが

最も大切だと感じ取ることができました。ルーシーさんの講演もとても面白く、

私自身も英語を学ぼうと意欲がもてました。 

20 代 教職員 

ルーシーさんのお話が分かりやすくて興味深かったです。小学生や中学

生の頑張っている姿にも元気をいただきました。準備してくださった方々、あ

りがとうございました。来てよかったです。 

30 代 保護者 

小学校の公開授業、中学校の取組を拝見して、単語力の多さに驚かされ

ました。テストに対するための一過性のものではなく、使ってみる場面を設け

ることで定着しているのだと感じました。スピーチでは英語能力もさることなが

ら、”伝える”気持ちの強いすばらしいスピーチで感銘を受けました。 

30 代 保護者 

庄原小の児童たちは、とても意欲的な学習態度ですばらしかったです。

庄原中の生徒たちも積極的にＰＲしていてすごいなと思ったし、同時に、改

めて庄原への興味も湧きました。ルーシーさんの話を聞き、コミュニケーショ

ンの大切さをすごく感じました。楽しく分かりやすかったです。 

30 代 教職員 
子供たちの生き生きとした姿、楽しんで英語を身に付けている姿、何とか

伝えようとする態度、本当にすばらしかったです。心が温まりました。 

30 代 教職員 

小学校の英語科の授業を参観させていただき、豊かなインプットを継続的

にされているからこそ、児童のやり取りのバリエーションがとても豊かだと感じ

ました。中・高の授業づくりのヒントをいただきました。ありがとうございました。 

30 代 教職員 

滋賀の小学校で英語教育推進リーダーをしております。帰省の際に見か

けた看板で知り、寄せていただきました。故郷の子供達があの様に生き生き

と英語を使っている姿を見てうれしく思いました。私は専科ではなく、担任と

いう立場で毎週英語の授業をしていますが、先生方のご指導に、どれほどご

努力、ご苦労をされているのかが伝わってきました。 



40 代 保護者 

取組発表では、小学生も中学生も意欲的な姿が見られてよかった。保護

者だけでなく、同世代の子供たちもぜひ参加し、刺激を受ける機会になれ

ばよいと思った。子供を連れてくればよかったと思いました。 

40 代 保護者 

私達の小学生時代と違い、どの子も自然に英語を話していたことに感心

しました。外国の方を目の前にすると話しにくいかと思いましたが、笑顔で話

している姿はすばらしかった。スピーチは内容もよく、すばらしかった。 

40 代 保護者 

授業や取組など、児童生徒の実際の様子を見ることができてよかった。即

興的に話すなんてすごいですね。プログラミングやら外国語やら、学ぶことが

たくさんで、それを吸収する子供達、それを指導される先生方に感心しま

す。ルーシーさんのお話、とても分かりやすくて楽しかったです。もっと多く

の、いろんな立場の人に聞いてほしい内容だと思いました。英語を学びた

い、話したいと思いました。 

40 代 市民 
庄原小の授業がとてもよかったです。リーダーの先生と子供達がとても楽

しそうでした。あのような先生が庄原にたくさんほしいです。 

40 代 
教育行政 

関係者 

小学生、中学生ともに、子供が話したいことを話す（表現する）場が設定さ

れ、私達が学んできた英語の学びとは大きく異なると思いました。今求めら

れている学びがよく分かりました。 

中学校の発表において、小学校の学びの説明も含めて話があったので、

つながりが分かりました。中学校の庄原紹介では、即興的にやり取りする様

子は分かりましたが、同時に複数でのトークは聞き取りにくいのが残念でし

た。２人のスピーチは心に響くものでした。内容もですが、伝えようとする思

い、表現のすばらしさに感動しました。 

40 代 
教育行政 

関係者 

小学生、中学生ともに積極的に、自信をもって、のびのびと英語で表現し

ていました。小・中で計画的、系統的な指導を継続していくことの重要性を

感じました。どの教科でも同じことですが、先生の一言一言、表情が、児童

のやる気を引き出すと思います。今日の先生方のように、児童に笑顔で語り

かけ、授業を行うことを、全ての教師に期待します。 

40 代 教職員 

小学校の外国語授業のレベルの高さにびっくりしました。主体的に英語を

使って会話しよう、伝え合おうとしている姿に感動しました。また、中学校の

取組やスピーチも、とてもすばらしかったです。講演もとても分かりやすく、納

得させられることばかりで勉強になりました。 

40 代 教職員 

庄原小の児童も、庄原中の生徒も、自分の伝えたいことを何とか英語で

伝えようと、よく頑張っていたと思います。庄原小の授業では、もう少し担任

の先生方が授業に関わっている姿が見られたらよかったと思いました。中学

生のプレゼンも、１グループごとで聞けたらよかったと思いました。ルースさん

の講演は、とても分かりやすくて参考になりました。 



50 代 保護者 

中学生が外国の人に話しかけるのはすばらしいですね。平和公園で外国

の人に折鶴を折ってもらうなど、平和学習と外国語学習を合わせての取組も

考えてほしい。ルーシーさんの話、とてもよかったです。 

50 代 市民 

学校の模擬授業や生徒の発表等、時代の変化を感じました。学校の状

況、子供達の状況を知ることのできる内容でした。講演もこれからの日本、

自分を含めた子供達の感じ方、生き方を考えさせられる充実した内容でし

た。ルーシーさん、また来てほしいです。 

50 代 
教育行政 

関係者 

English の授業、子供たちの様子が見られてよかったです。質問を考えて

言い、答える、すごいですね。とても頑張ったと思います。English を使う、伝

える、会話する、ナイストライです。これからも続けてほしいです。ルーシーさ

んの話は分かりやすかった。来てよかった。日本を好きでありがとう。 

50 代 
教育行政 

関係者 

小･中学校での英語の学習の必要性、親子のコミュニケーションでいろい

ろ伝えなければならないこと（伝統やしきたりなど）をきちんと伝えることで、ト

ータルで外国の人とコミュニケーションが取れるようになることが分かった。 

50 代 教職員 

小学生が意欲的に学習している姿が印象的でした。表現することは楽し

いことであることが伝わってきました。中学生も英語を楽しんでコミュニケーシ

ョンも楽しんで、意欲をもって学んでいました。講演をお聴きして、今まで学

んだ英語を使ってコミュニケーションをとることも大切だと分かりました。日本

の文化、伝統を知ることも大切だと改めて感じました。 

50 代 その他 

普段見ることができない授業を見られてよかった。庄原中の生徒が、英語

をとても上手に活用していることに感銘を受けた。ＴＶですごい人だと思って

見ていたルーシーさんに会えてうれしかった。感激。日本をよく知る外国人

の意見や気持ちが interesting でした。 

60 代 市民 

子供達が着実に力を付けているのを感じました。 

中学生のスピーチはすばらしい！子供達は堂々としていますね。小学生

の授業を見て、今後が楽しみです。”頑張れ庄原っ子” 

60 代 市民 
授業の様子を見られてよかった。講演を聞いて、大事なのは歴史、社会、

自分達のことを人に話せる理解力が必要なことが分かった。 

60 代 市民 
外国人が多くなる国として、日本文化を深く勉強し直し、誇りをもちたい。

もてなす心で外国人を接待したい。 

70 歳 
以上 市民 

子供達の生き生きした姿が印象的でした。全ての子供達が自信をもって

学校生活を送ってもらいたい。そして、庄原に誇りをもってほしい。 

70 歳 
以上 市民 

庄原小学校６年生の英語科授業では、何よりも子供達が楽しく英会話し

ている姿に感動した。中学校３年生の英会話も、身に付けた英会話の手法

を用いて臨機応変に話している様子に、着実に力が付いてきていると感じ

た。 講演も非常に参考になり、よかった。 

  



 

○ 庄原市教育に関するご意見等あればご記入ください。 

30 代 保護者 基礎力は必要ですが、応用力を鍛えることも大事にしてほしい。 

40 代 保護者 

今回のような分かりやすい講演は、また聞きたいと思います。もっとたく

さんの方に聞いていただけるように、宣伝の方法を考えられてもよいので

はと思いました。ルーシーさん最高です。 

40 代 
教育行政 

関係者 

毎年テーマに基づき構成され、刺激を受けています。前回の英語のと

きよりも実践的な姿を拝見でき参考になりました。ルーシーさんのお話か

ら、自分の外国語との関わり方について新しい学びがありました。とてもす

ばらしいフォーラムでした。ありがとうございました。 

40 代 教職員 
ルーシーさんの講話は楽しく元気の出るものでした。特に、市民の方が

この庄原でグローバル化を考えるよい機会になったと思います。 

50 代 市民 

庄原小、庄原中以外の市内の小中学校でも教育環境を整えていく必

要性を強く感じた。他、英語教育の先に、真の国際感覚を身に付けること

が求められている。Sustainabｌe Development Goals に関する教育に取り

組んでいただきたい。Have a nice day！ 

50 代 
教育行政 

関係者 

将来へ向けた投資として、教育予算の増額が必要。何よりもまず、子

供のことを第一に考えてほしい。 

50 代 
教育行政 

関係者 

スピーチに感動しました。心の豊かな子供達が庄原市で育っていること

を心からうれしく思うとともに、教育に携わる方々に感謝します。 

50 代 
教育行政 

関係者 

うちの子は、高２のときに約１年間留学しました。Englishを使えるだけで

なく、外国の文化も習得して帰りました。自分をアピールするようになった

ので、とても成長した姿が見られてうれしく思っています。庄原からも、もっ

ともっと留学して、生を体験してほしいと思います。 

50 代 教職員 
これまでの講演内容を拝見したが、とても有用な講師だと思った。これ

からも人を大切にし、人から学ぶ大切さを子供に実感させ続けてほしい。 

50 代 教職員 
せっかくの教育フォーラムですが、参加者がもう少し多ければと感じま

した。学校での取組等、保護者に知ってもらうよい機会でした。 

60 代 市民 庄原の次世を担う子供達を、オール庄原で育てよう！ 

60 代 教職員 
庄原市の子供達のすばらしさを、今後も発信していってほしい。そし

て、元気の出るフォーラムを今後も続けてほしい。 

70 歳 
以上 市民 

講演よかったです。外国人の話を聞きたいですネ。庄原では外国人と

話す機会がないのが残念！子供達にとって魅力ある庄原市をお願いします。 

70 歳 
以上 市民 

小学生達ばかりでなく、他の先生達に英語の大切さ（文法でなく会話

を重点において）を理解していただきたいです。 

 


