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Team Teaching
チーム・ティーチング

any of us find certain aspects of the Japanese school system surprising at first. We often expect Japanese schools to look like the
schools in our home countries, teachers to use methods we are used to,
and students to act the way we did in junior and senior high school.
Learning to adjust quickly to this new teaching environment will make
us more successful in the classroom.

多くのALTは日本の学校制度における様々な諸相に驚きます。それは自分
の国の学校と同じように日本の教師が教える、または自分の中高校生の頃
と同じように日本の学生が行動すると考えることが多いからです。この慣
れない教育環境に早く適応すればするほど、教室で成功することができる
でしょう。

⒉⒉“The Different Roles of an ALT” will explore the

many jobs ALTs have in the classroom.
By: Sarah Kortemeier

⒉⒉“Building Relationships” will discuss the impor-

tance of having strong working relationships with
colleagues.
By: Don Daza

⒉⒉“Teaching Japanese Students” will give an over-

view of cultural differences between Japanese students and foreign teachers.
By: Chris Hammond

⒉⒉“Classroom Management” will give ALTs practical

advice on how to have a greater teaching presence
in the classroom.
By: Chris Hammond

⒉⒉“Professionalism” will illustrate the importance of

an ALT’s appearance and demeanor while they are
in school.
By: Don Daza

⒉⒉“Tips and Tricks” will give ALTs a variety of help-

ful hints from previous JETs.
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⒉⒉ALTの様々な役割
授業におけるALTの様々な役割を取り上げます。
翻訳：ミンシュエン・マンディー・ワン

⒉⒉関係を築く
同僚と強い仕事上の関係を持つ重要性を論じます。
翻訳：ブランドン・ライト

⒉⒉日本の学生に対しての指導
日本の生徒と外国人の教師の文化的相違の概要を
示します。
翻訳：ジュリー・ローズ

⒉⒉学級管理
ALTが授業における指導存在感を与えるのに実践的な
アドバイスを提供します。
翻訳：アンドリュウ・コバーン

⒉⒉プロ意識
学校におけるALTの姿勢や行動の重要性を明らかにし
ます。
翻訳：ジュリー・ローズと小野匡子

⒉⒉心得やこつ
JET経験者による役立つ様々な心得を紹介します。
翻訳：カダモス・カイララ

I

f you are like most new JETs, you probably have some
anxiety about what exactly it is you are supposed to
do here in Japan. What is an Assistant Language Teacher
(ALT)? What is our function in and outside the classroom?
How does this fit into team-teaching? How can performing an assistant’s role help us to become effective teachers
in our own right? Over the course of a JET Programme
contract, each ALT will be asked to perform a wide variety of classroom roles. Each of these roles can benefit our
students enormously.

Officially, we are invited to Japan to assist in English
language teaching as well as to promote internationalization within schools and communities. However, as ALTs,
the functions we perform in the classroom will vary depending on both student needs and the requirements of
individual JTLs. Therefore, the ALT’s ability and willingness to adjust, assist, and adjust again to the students and
to the JTL is crucial to the success of the class. Moreover,
there are several concrete methods by which we can help
to define our roles in the classroom and establish a successful team-teaching dynamic.
There are many valuable roles ALTs can assume during class. JTLs will often ask an ALT to repeat a word or
phrase for the class. This role has its uses, as it is helpful
for the students to model their pronunciation on that of a
native speaker. However, ALTs who find themselves confined to one role, such as repeating words, may find that
their effectiveness as teachers is limited.
There is a wide range of individual talents and interests
in the ALT community. We each have a great deal to share
with our students and can shape our role in the classroom
by drawing upon these skills. We all feel more comfortable in certain roles than others. Most ALTs play to their
strengths in the classroom by selecting roles or a combination of roles that fit their individual abilities. Below is a
list of common classroom roles for ALTs.
⒉⒉Fact Checker.
⒉⒉Walking Dictionary of English Idioms and Slang.
⒉⒉Purveyor of Warm-up Games.
⒉⒉Quiz Grader.
⒉⒉Speech Contest Coach/Speechwriter.
⒉⒉English Interview Administrator.
⒉⒉Cultural Representative.

ALTの様々な役割
ＪＥＴプログラム新規参加者のほとんどが、自分は日本
で一体どのような役割を果たせば良いのかという不安を
抱いているでしょう。 外国語指導助手 （ＡＬＴ）とは？
教室内と教室外での役割は？それとチームティーチング
との関係性は？助手という立場で、どうやって１人の教
師として成長できるのか？ＪＥＴプログラムの契約期間
の間に、ＡＬＴはそれぞれ様々な教室での役割を要求さ
れます。そして、それぞれの役割は生徒達に大きな利益
を与えることができます。
私たちは英語教育の指導であると共に、学校や地域で
の国際交流の推進を目的として公式に日本へ招かれてい
ます。ただし、ALTとして、教室での役割は生徒のニー
ズ及びＪＴＬの要求によって異なります。そのため、Ａ
ＬＴが生徒や教師に合わせて調整し、援助し、再度調整
するという能力や意欲は授業の成功には不可欠です。ま
た、教室でのＡＬＴの役割を定義し、効率的なチームテ
ィーチングの原動力を高めるための様々な具体的方法が
あります。
授業中に、ＡＬＴが果たせる有意義な役割は数多くあり
ます。ＪＴＬは、よく授業でＡＬＴに単語や文を繰り返
し発音するようにお願いします。この効果は、生徒がネ
イティブスピーカーの発音を自分達のお手本として真似
することにあります。ただし、単語の発音を繰り返すと
いうような１つの役割に限られているとなると、おそら
くＡＬＴは教師としての有効性が制限されているように
感じるでしょう。
ＡＬＴコミュニティーでは、個人的な能力や興味の範囲
を幅広く設けています。それぞれのスキルを活かすこと
により、ＡＬＴは生徒と多くのことを分かち合い、教室
での役割を形成することができます。自分の得意な役割
においては他の役割よりもやりやすく感じるものです。
ほとんどのＡＬＴは、個人の能力に合った役割、または
役割の組み合わせを選択することで、授業において自分
の長所を活かしています。下記は、ＡＬＴの授業での一
般的な役割のリストです。

⒉⒉事実の確認役。
⒉⒉英語のことわざやスラングの生き字引役。
⒉⒉ウォームアップ・ゲームの指導役。
⒉⒉クイズの採点者役。
⒉⒉スピーチコンテストのコーチ役・スピーチライター役。
⒉⒉英語面接の際の試験官役。
⒉⒉文化の代表者役。
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Utilizing personal talents within the classroom will help
make classes fun and pique students’ interest. Travelers
can share their photos at the cultural festival day. An authentic Jack-o-Lantern brings an extra dimension to a
Halloween lesson. Singing or playing the guitar during a
lesson can help students learn vocabulary or grammatical constructions. The possibilities are endless. The extras an ALT brings to class can help to combat boredom
and enhance student motivation. Flexibility, ingenuity,
and persistence are attributes that will
help capture the attention of both the
students and the JTL.

授業で個人の能力を利用することは、授業を面白くし、生
徒の興味をそそるでしょう。旅行者は文化祭の写真をシェ
アできます。本格的な「ジャック－オ－ランタン」はハロ
ウィンについての授業にさらなる深みを与えます。授業で
歌を歌うことやギターを弾くことは、生徒の語彙や文法構
造の勉強に役立ちます。可能性は無限です。ＡＬＴが授業
に持ち込む余分なモノは退屈さを失くすことや生徒の自発
性を増進させることに役立ちます。柔軟性、器用さ、そし
て粘り強さといった特質は、生徒とＪＴＬの注目を惹くの
に効果的です。

時には、ＡＬＴがクラスに有意義な
貢献をしていないと感じる状況に直
There are some cases where ALTs are
面する場合があるでしょう。チーム
“...the ALT’s ability and ティーチングでの授業の計画は普通
faced with a situation where they feel
they are not significantly contributing
の授業を準備するよりも２倍もの時
willingness to adjust, asto the classroom. Since planning
間がかかり、また、日本や他の
a team-taught lesson often
国の教師が多忙で適切な
sist, and adjust again to
takes twice as long
授業を計画できない
to plan as it does
ため、その授業の
the students and to the
to plan a traditional
計画を明確にするこ
one, and busy teachers
とがＡＬＴの責任とされ
JTL, is crucial to the
(in Japan and elsewhere) usuます。恵まれた環境や努力に
ally do not have enough time to
より、ＡＬＴの貢献は授業にとって
success of the class.”
prepare a proper lesson, it is an ALT’s
不可欠なものとなり、ＪＴＬと活気
responsibility to define his or her own
に満ちたチームティーチングの関係を
workload. With persistence our con築けるでしょう。しかしながら、たと
tributions can become a routine part
えこのような「ALTとＪＴＬの化学反
of the class, and we can build vibrant
応」が発生しなくても、私達には生徒
team-teaching relationships with our
との交流を独創的に続けることができ
JTLs. However, even if this chemistry never develops, ます。授業における様々な役割の発展に専念することで、
we can continue to be creative in our interactions with 生徒も教師も経験より価値のあるものになるでしょう。

students. By dedicating ourselves to developing varied
roles in the classroom, both the students’ and teachers’
experiences become more rewarding.
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関係を築く

uccessful teachers know how to effectively communicate—and not just with their students. These teachers recognize that great teaching is not done alone, but
with the assistance of others. They go to great lengths to
build professional working relationships with their colleagues. To an ALT, this means knowing how to communicate with the JTL both inside and outside of the classroom while also learning to move with care and skill
within the cultural and social parameters of the Japanese
work environment. We make mistakes, of course, but a
smile and a good attitude will go a long way.

上手な教師は、効果的にコミュニケートすることができま
す。それは生徒との関係だけではないのです。こういった
教師は、上手に教えるということは１人でできるのではな
く、他人の援助を得た上できるものだと分かっています。
彼らは同僚とプロフェッショナルな仕事上の関係を築くこ
とに力を入れます。ALTにとっては、教室の内外でJTLと上
手くコミュニケーションできるようになることに加え、日
本社会において職場の文化的・社会的な面に対応すること
が必要です。過ちをすることもあるでしょうが、困った時
こそ笑顔を見せ、前向きな姿勢を取ればどんな問題でも解
決できるでしょう。

Finding a way to cooperate is the
most important element in successful
collaborative instruction. ALTs must
communicate with their JTLs at all
times when they are in the classroom.
Lessons are not always going to go as
planned; occasionally, changes have
to be made. And, most likely, the ALT
will be the one adapting to the changes. Misunderstandings are bound to
happen, but staying focused, being
flexible, and keeping a positive attitude will help keep
communication open and reassure your team teachers of
your professionalism.

２人でする授業には両者の協力が必要で
す。授業中はALTが常にJTLとコミュニケーシ
ョンしなければなりません。授業は予定通り
進むとは限りません。変更が必要な場合もあ
るでしょう。そんな時に対応しなければなら
ないのはALTの方でしょう。誤解は生じがち
です。そんな場合でも何が問題かを考え、融
通を効かせ、積極的な態度を取れば、お互い
よく理解することができ、良好な関係を保つ
ことができるでしょう。

Never assume anything in a team-teaching classroom.
The nod of the head from a colleague does not always
signal understanding. In fact, it could just as likely be a
sign of broken communication. Realistically speaking,
there will always be a communication gap between the
ALT and the JTL. The following suggestions are ways
to aid in bridging the communication gap in and out of
the classroom.
⒉⒉Learn the school’s schedule – Promptness demon-

strates professionalism and respect towards students
and other teachers at school. Showing up five minutes early to class is also a great opportunity to communicate individually with the students.

チームティーチングの授業では「思い込み」は禁物で
す。「うん」とうなずいたとしても理解しているとは限ら
ず、むしろあまり理解していないという場合もあるので
す。とにかくALTとJTLの間にはコミュニケーションギャッ
プがあるのが現実です。以下は職場でALTとJTLの両者がよ
りスムーズなコミュニケーションを取るためのヒントを
あげました：

⒉⒉校時表を覚えておきましょう。まず時間に遅れないこ
と。生徒と先生たちに敬意を表しましょう。授業が始
まる５分ぐらい前に教室に入ると生徒と個人的なコミ
ュニケーションがとれるでしょう。

⒉⒉質問しましょう。自分の周りで何が起こっているかを
知るために。

⒉⒉言葉ばかりに頼らないでおきましょう。書いたり、ジェ
スチャーをした方が良い場合もあるからです。

⒉⒉Ask questions – Take the initiative to find out what

is going on in school.

⒉⒉Do not rely on oral communication only – Some-

times written communication or physical gestures
may be a better approach.

Building Relationships
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⒉⒉Talk to JTLs after school – Keep in mind that during

school hours most Japanese teachers are incredibly
busy preparing for upcoming classes. Try to plan
weekly meetings to determine what needs to happen
during the following week.

⒉⒉Establish personal relationships with faculty and

staff – Get to know the people who work at the
school. Enkai, lunchtime conversations, and mutual
free periods provide good opportunities to talk with
co-workers. These conversations allow the ALT to
demonstrate interest in both the school and the Japanese language.

⒉⒉Try volunteering – Help with small projects around

the school, such as arranging the flowers for graduation, mowing the lawn for sports day, or helping at
cleaning time. These actions may seem insignificant,
but they will be remembered and appreciated by colleagues. A willingness to undertake the same tasks
assigned to other teachers makes the ALT appear
more professional.

The language barrier, in combination with the loosely
defined ALT job descriptions, can sometimes make ALTs
appear to be lazy. When we are unclear about the work
we are supposed to be doing, and not proficient enough
in Japanese to ask, we are occasionally left to our own
devices. However, there are ways to overcome these
difficulties. By persistently making the effort to communicate with JTLs and other school staff members, by
consistently demonstrating interest in the school community, and by showing a genuine willingness to help
with school-related tasks, we can project a great deal of
professionalism and build successful relationships with
our colleagues.

14 Planet Eigo Building Relationships

⒉⒉放課後にJTLと話し合いましょう。普通は放課後も先生
達は授業の準備で大変忙しいのです。できれば週に１
回でもJTLと翌週の授業について打ち合わせを入れると
良いでしょう。

⒉⒉他の職員と仲良くやっていきましょう。宴会も昼休み
も互いに暇な時は雑談するチャンスです。しかもALTは
自分の学校に対する興味と日本語の腕の見せ所になり
ますね！

⒉⒉学校のいろいろな小さい仕事を手伝ってみましょう：
卒業式の生け花とか、体育大会の芝生の草刈りとか、
掃除など。これらの仕事はALTにとっては別に大したこ
とはないと思っても、同僚の目から見るととても有り
難いのです。校務に関わるいろいろな仕事を進んで手
伝うことで、自分のプロ意識を示すことができ、同僚
とより良い人間関係を築くことができるのです。
言語の壁やALTの職務内容が曖昧なせいで、ALTは時として
怠け者に思われるかもしれません。求められている仕事が
はっきりせず、おまけに言葉の違いもあるので自分勝手に
判断してしまいがちです。でも、これを乗り越える方法が
あります。あくまでJTLと周りの先生方とコミュニケーショ
ンをとろうと努力し、学校に対する興味を失わずに、より
徹底的に学校の仕事に参加することによって、お互いをプ
ロとして認め合うことができるのです。

W

日本の生徒に対しての指導

hat is your dream summer vacation? Like most
Japanese students, my kids would be spending
summer in the sweltering heat practicing club activities
and going to cram school. While none of them would
be taking any trips that summer, I assumed their minds
would be filled with escapist fantasies of travel and adventure. Eager to tell them about my plans for a road
trip down the American west coast, I began the lesson
by enthusiastically outlining my itinerary. When I mentioned I would be stopping at Disneyland, their attention
was piqued.

「夏休みにしたいことは何ですか？」日本のほとんどの 生
徒のように、私の生徒たちもうだるような暑さの中でクラ
ブの練習に出たり、塾に行ったりするつもりでした。その
夏に旅行をしようなんて考えている生徒は１人もいなかっ
たでしょう。しかし、私は彼らの心の中はきっと旅行と
冒険の現実逃避という空想で一杯だろうなと思っていま
した。そんな彼らに私はアメリカ西海岸を車で旅行する
という計画を教えたいと思い、興奮して私の旅行の日程
を説明しながら授業を始めました。ディズニーランドに
も立ち寄る予定だと言った時、彼らの関心はピークに達
しました。

I asked, “If you could do anything you wanted this
summer, what would be your dream summer vacation?”
I stood with my chalk in hand, ready to cover the board
with the students’ ideas. What followed? Nothing. Nothing but a morale-crushing silence. I called on a few
students and asked them individually, getting bashful
replies of “I don’t know,” or the occasional one-word answer. What was going wrong? Surely they have dreams,
I thought, so why won’t they share them in class?

私は「もし、今年の夏は何でもしたいことができるとした
ら、どんな夢のような夏休みを送りたいですか？」と聞きま
した。チョークを手に持ち、生徒の考えを黒板一杯に書く準
備は万端でした。そこで何が出てきたと思いました？実は何
も出てきませんでした。そこには水を打ったような静けさだ
けが残っていました。生徒の何人かを当て、個人的に聞いて
みましたが、彼らは「分かりません」という恥ずかしそうに
返答をするか、時折、何か一言答えるだけでした。どこに問
題があったのでしょうか？きっと夢があるはずなのに、授業
で打ち明けないのはなぜだろうと私は思いました。

While it is easy to blame the students for being shy,
I discovered the explanation was a clash of cultures.
While my brainstorm activity may have worked fine in
a Western school, I learned the hard way that this wasn’t
an effective activity for Japanese students. It simply did
not align itself well with the school culture in a Japanese
school. In order to avoid a repeat of my failed lesson, I
set out to find some clues to better understand the impact
of Japanese culture in the classroom.

生徒に恥ずかしがるなと責めるのは簡単なことですが、
その一方で実はこのことは文化の不一致からなるというこ
とに私は気付きました。私のブレーンストーミング・アク
ティビティーは欧米の学校ではうまく行くのですが、日本
の生徒にとっては効果的なアクティビティーではないこと
を、身をもって学びました。これは単に日本の学校の文化
にうまく合わなかったということです。授業でこのような
失敗を繰り返さないように、私はクラスにおいて日本文化
が与えている影響力をより理解するための、様々な手がか
りを探す努力をしています。

Teaching Japanese Students
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Cultural Influences in School

学校での文化的影響

Most ALTs come from countries that embody Western
cultural values, which at times may seem different and
even opposite to those of Japan. For instance, in schools
in the West, students are taught to inquire, discuss, debate, and give personal opinions in class. Classrooms
often have any number of students eager to voice their
ideas and assume leadership roles. These behaviors,
however, are not ubiquitous to schools worldwide. Setting up arguments, debates, and opinion-giving is very
Western, and it works in training people to be competitive and declarative for an individualistic culture (Allen
K., 2006). An ALT eager to start a discussion with Japanese students may find
that Western instructional strategies are
not as successful in a collective, grouporiented culture such as Japan’s.

ほとんどのALTは、西洋文化の価値観を携えた国から来て
おり、その価値観は時折日本のそれとは違うように思え、
また反対とさえも思えるかもしれません。例えば、欧米の
学校では生徒は、授業中尋ねる、議論する、討論する、自
分の意見を述べるということを教えられています。教室で
は、しばしば多くの生徒が熱心に自分のアイデアを述べた
り、リーダーシップをとる役目を引き受けたいと願い出た
りします。しかし、これらの行為が世界中の学校で共通で
あるというわけではありません。議論や討論したり、意見
を述べたりすることはとても欧米的なことであり、個人主
義的文化において競走的、発言的になるという訓練をしよ
うとしている人にとっては効果的なことで
す。（ケリー、２００６年）日本の生徒と
議論をしてみたいと思っているALTは、欧
米的な教育計画自体、日本のような集合的
でグループ主義の文化ではうまくいかない
ということを知っておくべきでしょう。

English teachers accustomed to Western instructional strategies will face
some difficulties as they adapt to Japanese school culture. One of the biggest
difficulties for English teachers is getting Japanese students to practice authentic communication in English. This
requires students to share their likes and
dislikes, interests, and dreams. Students
often have a hard time doing this. Why
the unwillingness to take risks, speak
more, and express ideas? The answer can
be found by looking at the culture of the
Japanese school.
Japanese students are, generally speaking, not rewarded for risk-taking, outspokenness, or creative self-expression. Thus, Japanese
school culture, in some ways, is in contrast with what
many ALTs are accustomed to. For example, in the West,
a good student is competitive and challenges a teacher
with original opinions. Western teachers frequently ask
their students what they think and why. Comparatively,
in Japan these practices appear to be uncommon. The
Japanese view of a good student values those who are
“quiet, passive, and obedient youths who perform well
on tests” (Nozaki, 1993). Students wishing to fulfill this
role may be more inclined to quietly listen than to speak
out and contribute in class. Thus, it may be the case that
students with the highest level of English abilities are
the quietest.
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欧米的な教育方法に慣れている英語の教
師は、日本の学校の文化に慣れるまでは様
々な困難に直面するでしょう。英語教師に
とって一番困難なことの１つは、日本人の
生徒に英語で正確なコミュニケーションを
練習させることです。これには、生徒に意
見、興味、夢などを打ち明けさせることが
必要です。生徒にとって、このことはかな
り難しいことでしょう。どうしてそんなに
リスクを冒し、もっと話しかけ、自分の考
えを表す気がないのでしょうか。その答え
は日本の学校の文化の中から見つけること
ができるでしょう。
一般的に、日本の生徒はリスクを冒した
り、遠慮なく話したり、自分らしさを表現
したりすることに利益を感じません。そのため、日本の学
校の文化は多くのALTが慣れているものとは違い、対照的な
点があります。例えば、欧米では「良い生徒」というのは
競争的であり、教師に対し独創的な意見で挑戦してくる生
徒のことを言います。欧米の教師はよく生徒に、彼らの意
見とその理由を尋ねます。比較してみると、日本ではその
ようなことはほとんどありません。日本の教師から見た、
良い生徒とは「おとなしく、受身的であり、テストの成績
が良い従順な若者」（野崎、１９９３年）だと考えられて
います。このようなイメージに近づこうと望んでいる生徒
は、授業中自分の意見を述べたり、提案したりするより
も、静かに授業を聞きたいと思っているかもしれません。
従って、英語の能力が一番高い生徒が一番静かな生徒であ
るという場合もあるかもしれないのです！

学校でのコミュニケーション

In addition to different concepts of the good student,
there is also a differing view of what is considered appropriate classroom interaction. In the West, this is typically based on inquiry, argument, and the individual expression of ideas (Anderson, 1993). These traits reflect
popular trends in educational theory, but also reflect the
values of Western culture. In Japanese classrooms, these
traits are less important. Instead, interactions are based
partially on listener responsibility, group-mindedness,
consensus checking, and formalized speech making
(Anderson, 1993). These traits can create challenges for
the foreign teacher unfamiliar with Japanese communication styles.

「良い生徒」という概念の違いに加え、
教室での適切
な相互作用についての考え方もまた違います。欧米でそれ
は、典型的に「疑問」、「議論」、「個人の意見を表すこ
と」に基付いています（アンダーソン、１９９３年）。こ
の特性は、教育理論の一般的な傾向を反映しているだけで
はなく、欧米文化の価値観も反映しています。日本の教室
では、これらの特性は欧米ほど大切だとは思われていませ
ん。その代わり、部分的に相互作用は「聞く人の責任」、
「集団的意識」、「一致した意見の確認」、「正式な発
言」に基づいています（アンダーソン、１９９３年）。こ
れらの特性が日本のコミュニケーションスタイルに慣れて
いない外国人の教師に課題を生みだすのです。

The concept of listener responsibility often poses difficulties for Western teachers. One characteristic of
Japanese communication that differs from
Western cultures is the burden of making
sense of conversations is placed on the listener (Anderson, 1993). In the West, it is the
speaker’s job to ensure the message is clear,
and listeners can ask questions if it is not understood. In Japan, because it is the listener’s
responsibility to comprehend the message,
embarrassment from failing to understand
the first time often deters students from asking clarification questions. Thus, determining
if students understood directions or information presented can be a challenge.
Group consciousness in Japan is another
reason why students hesitate to express their
individualism. Most Japanese students speak
only if called upon, and will rarely volunteer
answers. This is partly because they have not been encouraged to do so in other classes, but also out of fear
of standing out from their peers. In comparison to their
Western counterparts, Japanese students may prefer to
speak within the safety of groups rather than make themselves vulnerable as individuals (Anderson, 1993). This
vulnerability expresses itself through fear of failing or
showing off, both of which are frowned upon in Japanese schools. If a student can give a prompted answer,
they may be willing to raise their hand. However, when
students are unsure or must offer an opinion, they may
spend a considerable amount of time conferring with
other students before answering. Remain patient with
the students during this process, as communicating in a
foreign language can be difficult for anyone.

欧米の教師には、「聞き手の責任」という概念から、よ
く困難が引き起こされます。日本のコミュニケーションで
欧米の文化とは違う特徴の１つとして、会話を理解する責
任は聞き手に置かれることがあげられます（ア
ンダーソン、１９９３年）。欧米では、メッセ
ージを分かりやすくするのは話し手の役目であ
り、もしそのメッセージが分かりにくい場合
は、聞き手が質問をすることになります。日本
では、メッセージを理解するのは聞き手の責任
なので、最初に理解できなかったことによる恥
ずかしさから、その後明確な質問ができなくな
ってしまうことがしばしばあります。そのた
め、発表した説明や情報を生徒が理解している
かどうかを見極めることが課題となってくるで
しょう。
生徒が個性を表すのをためらうもう１つの理
由は集団的意識です。日本の生徒のほとんどは
当てられた時だけしか発言せず、めったに自発
的に答えを発言することはありません。その理
由の１つとしては、他の授業でもそうすること
が奨励されていないだけではなく、生徒の中で目立ってし
まうという不安もあるのです。欧米と比べて、生徒は個人
として攻められるよりも安全に集団で話す方を好みます（
アンダーソン、１９９３年）。このような自発性は、失敗
や見せびらかすことによる恐怖を表しており、日本の学校
では、このことはどちらも好ましくは思われていません。
もし生徒が簡単に出せる答えが出題されれば、喜んで手を
上げるかもしれません。しかし、答えが不確かな場合や意
見を述べなければならない場合は、答える前に、他の生徒
と話し合うことにかなりの時間をかけるかもしれません。
外国語でコミュニケーションをすることは誰でも難しいこ
となので、このプロセスの間、生徒に対して我慢して待つ
ようにしましょう。

Teaching Japanese Students

Planet Eigo 17

Team Teaching Ch 1

Communication in School

チ
テー
ィム
ー
チ
ン
グ

Newcomers might also find the notion of standing up
to give an answer slightly old-fashioned. However, this
is common in Japanese classrooms. One reason for this
is the importance of speech making in Japanese society.
Speeches are given at all kinds of events, from weddings
and company parties to the casual Sunday afternoon
badminton game. These speeches are rich in honorific
language, and without them events would be perceived
as incomplete (Anderson, 1993).

また、新しく来た人には、答える時に立つことも少し時代
遅れに感じるかもしれません。しかし、日本の教室ではそ
れが普通のことです。その理由の１つは、日本社会でスピ
ーチをすることの重要性にあります。結婚式や会社のパー
ティーから日曜日の午後に行うバドミントンのゲームに至
るまで、様々なイベントにおいてスピーチ（挨拶）が行わ
れています。これらのスピーチには敬語が多用され、その
スピーチなしでは不十分であるように思われてしまいます
（アンダーソン、１９９３年）。

Because of the importance of giving speeches in Japan,
from an early age students are trained to stand tall and
provide formal answers to questions, in effect giving
mini-speeches. Speech making is so ingrained in school
life that an ALT wishing to conduct class in a casual
manner may find students reticent and uncertain of their
role. Students may even feel more comfortable standing
to give responses.

このような日本社会でスピーチをすることに対する重要性
のため、生徒は小さい頃からきちんと起立し、質問に丁寧
に効果的な短い言葉で答えることが訓練されています。ス
ピーチをすることは学校生活に深く根付いており、打ち解
けたような授業を行ないたいと考えているALTにとっては生
徒が無口であるように感じ、自分の役割に不確かさを感じ
るでしょう。しかし、生徒たちにすれば立ってから答えを
言う方が楽だと感じているのかもしれません。

Another challenge in Japanese foreign language
classes is the difference between English and Japanese
conversational style. Western conversations occur in a
rapid exchange of speech between speakers, with group
discussions resembling a game of verbal volleyball.
Interruptions are permitted, and differing opinions are
accepted and seen as an enjoyable way to spice up discussions. Japanese conversations, in contrast, are more
comparable to bowling. One person bowls at a time,
while others patiently watch and wait their turn. Thus,
an unresponsive student may not be receptive because
they are uncertain of the speaking order.

日本の外国語の授業におけるもう１つの壁として、英語
と日本語の会話のスタイルの違いが挙げられます。欧米の
会話では、話し手同士は素早く意見を交わし合い、グルー
プでの議論は口頭でのバレーボールのようになります。中
断してもよく、違っている意見も受け入れられ、それは議
論を面白くし、味わい深くすると思われています。対照的
に、日本の会話はボーリングの方に似ているようです。１
人が次々にボールを投げ、相手はじっとそれを見つめ、忍
耐強く自分の番を待ちます。従って、反応のない生徒は、
話す順番が不確かなため、理解するのが遅いのかもしれま
せん。

Patient listening and agreement are also important
components of the Japanese conversational style. Japanese people often see giving different opinions as the
same as confrontation and are more flexible and willing
to slip into another perspective (Allen K., 2006). As a
result, it may be hard to get students to debate issues and
challenge one another’s ideas.
Trying and failing to get Japanese students to be expressive may reinforce the stereotype that the Japanese
are a “shy” people who prefer nonverbal modes of communication. However, anyone who has been to a staff
meeting, visited an izakaya or karaoke bar, listened to a
speech before an event, or witnessed students interacting
in the hallways knows this is untrue. There are circumstances in which Japanese people are very expressive
and talkative. These instances, however, are culturally
sanctioned times for speaking. Class time, by contrast,
is not a time for speaking and expression. School culture
designates it as a time for listening, receiving information, and giving formal and correct answers to questions.
This may be another reason for an unresponsive student.
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「忍耐強い聞き方」と「同意」も日本の会話スタイルの
重要な部分です。日本人は、違う意見を言うということは
対立しているということと同じことだと考えがちで、より
柔軟に他の観点に逃れようとします。（ケリー、２００６
年）。よって、生徒にある問題を討論させたり、互いの考
えに意見を述べるよう挑戦させることは難しいかもしれま
せん。
日本の生徒に表現させようと努力し、失敗することによ
って、日本人が言語を用いないコミュニケーションのとり
方を好む「恥ずかしがりな」人種であるというステレオタ
イプを強めているのかもしれません。しかし、職員会議に
行ったり、居酒屋やカラオケ屋を訪れたり、イベントの前
のスピーチを聞いたり、廊下で会話をしている生徒を見た
ことのある人はそれが本当ではないことは、分かるでしょ
う。日本人が自分をよく表現し、おしゃべりになる状況は
あります。しかし、このような場合は話すことが、文化的
に許された時間なのです。対照的に、授業中は話したり、
表現したりする時間ではありません。学校の文化では、授
業は聞いたり、情報を受け取ったり、質問に正式に正しく
答えをあげたりする時間だとされています。これが反応の
ない生徒がいるもう１つの理由なのかもしれません。

生徒に自分を表現するように激励するこ
と

How can ALTs address challenges created by the differences between Japanese and Western cultures? More
specifically, how can ALTs get students to take risks and
express themselves in English? The first step is developing awareness that these cultural differences exist, and
not to merely dismiss students as being shy. Next, we
must avoid pitting our own cultures and teaching styles
against Japanese culture. Instead, accepting and building
on Japanese communication
styles is the best way to effectively teach English. How can
this be accomplished?

では日本と欧米の文化の違いで生まれる壁に、ALTはど
うやって取り組めばいいのでしょう？より具体的に言う
と、ALTはどうすれば生徒に英語でリスクを冒させ、自分を
表現させることができるでしょうか？最初の方法として、
文化の違いがあることを意識し、単に「恥ずかしがって
いる」生徒を退けないようにすることがあげられます。ま
た、自分の文化と教育方法を日本の文化と対抗させないよ
うにしなければなりません。その代わり、日本のコミュニ
ケーションの方法を受け入れ、
基盤とすることは効果的に英語
教える一番いい方法です。さ
て、どうやってこれを成し遂げ
れば良いのでしょう？

⒉⒉Encouraging

speaking
through team games –
When speaking gains points
for the group, the stigma of
showing off is removed.
Also, when students work
in groups on a task, consensus checking is builtin and won’t waste class time. Games that are fun
and competitive are an excellent form of external
motivation.

⒉⒉Simulating scenarios where speaking is culturally

⒉⒉

チーム対抗ゲームを通
し、話すことを奨励するー話す
ことでグループのために点を獲
得できるような場合は、「見せ
びらかしている」というイメー
ジはなくなります。また、生徒がグループで協力し作
業する場合は、意見の一致を確認することは必要不可
欠であり、授業時間を無駄にはしません。楽しく競走
的なゲームは表面上の動機付けとしては素晴らしいも
のです。

sanctioned – Identifying contexts in which Japanese
people feel comfortable speaking and simulating
those scenarios in class is another way to get students talking more freely. Using activities that involve role-playing is one way to do this. If students
feel they aren’t confined by the cultural rules imposed on classroom behavior, they may open up and
express themselves.

⒉⒉話すことが文化によって許されている場面を真似する―

⒉⒉Pair work and group work – Working in pairs or

⒉⒉ペア・ワークとグループ・ワーク―ペアや小さなグル

small groups is a great way to free students from
the fears of addressing the entire class. For groupwork, it’s important to give students focused tasks.
A useful sequence is to provide a structured practice,
followed by activities that allow for more personalization and creativity (Allen K, 2006). For example:
“(circle one) I love, like, hate natto.” Followed by:
“Write three things you love, and three things you
hate. Tell your partner.”

⒉⒉Think, pair, share – Instead of calling on a student

and putting them on the spot by asking what they
think, pose a question to the class and give some
thinking time. Next, have them discuss their ideas
with a partner. Finally, the pairs of students can share
ideas with the class.

日本人が気軽に話せる状況を認識し、授業でその場面を
真似するということは生徒により自由に話すようにさせ
るもう１つの方法です。ロールプレーイングを含むアク
ティビティーを使うことはこの方法を実行する一つのや
り方となるでしょう。もし生徒が教室での態度を制限し
ている文化的規則に縛られる必要はないと感じたら、素
直に自分を表すようになるかもしれません。

ープで行動させることは、クラス全体に演説する恐怖
を消し去ってくれる素晴らしい方法です。グループ・
ワークの場合は、生徒にポイントのある課題を与える
ことが重要です。まず会話を組み立てるための練習問
題を与え、その後もっと個人と創造力を認める問題を
出すという一連の動作を繰り返すことは役立ちます
（ケリー、２００６年）。例えば、“(circle one) I
love, like, hate natto.” 「（１つ選び、丸を付け
なさい）私は納豆が大好き／好き／嫌いです。」続い
て、“Write three things you love and three things
you hate. Tell your partner.”「好きな物と嫌いな物
を３つずつ書きなさい。パートナーに教えなさい。」
という形式です。
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⒉⒉Get to know students outside class – Getting stu-

dents to express their individuality in class can be
difficult no matter how hard you try. Regardless of
how friendly you are, in Japan the roles of teacher
and student are strict and clearly defined (Nozaki,
1993, p.29). In the classroom, the teacher is the authority, and this role may limit the chances of getting
to know students personally. Try talking to students
outside of class. Making connections outside of class
can have a profound impact on interactions inside.

⒉⒉Bridging the culture gap – Reflecting on culture’s

impact in the classroom is a great way to improve
our teaching abilities. Observing, accepting, and
building on the influence of Japanese school culture
will make teaching students easier and more rewarding. Reflection on our own cultures and their influences can also be rewarding on a personal as well as
a professional level.

Remember, giving positive feedback to students who
take the risk to speak in class is one of the easiest and
most important things a teacher can do. Be careful to not
always correct students, or at least offer a positive comment before you point out a mistake. Most importantly,
remember not to pit Western culture against Japanese
culture. Instead, build slowly on Japanese communication styles to ensure students feel comfortable in class.
With any luck, you’ll avoid the “Dream Summer Vacation” wall of silence. Good luck!
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⒉⒉ペアで考えクラスでシェアする―生徒を当てて前に来
させ、考えを聞くことで困った状況に追い込む代わり
に、クラス全員に質問をし、「考える時間」を与えま
しょう。それから、パートナーとアイデアを話し合う
ようにさせます。最後に、それぞれのペアがクラス全
員にアイデアを発表します。

⒉⒉授業外でも生徒を知るようにする―どんなに努力して
も、授業中に生徒に個性を表すようにさせるには限界
があります。どんなに仲良くなったとしても、日本で
は教師と生徒の立場と役割は明確に分かれており、は
っきりと定義されています。（野崎、１９９３年、２
９ページ）教室では、教師は「権威者」であるため、
個人的に生徒を知ろうとするチャンスが制限されてい
るのかもしれません。だからこそ、授業外でも生徒と
話をしてみましょう。授業外の付き合いをすることは
心の中のつながりにも非常に影響を与えます。

⒉⒉文化の距離を埋める―教室での文化の影響をよく考え
ることは、私たちの教育力を向上させる素晴らしい方
法です。日本の学校文化の影響を観察し、受け入れ、
基礎としていくことは生徒に教えることをより楽に、
教え甲斐があるようにしてくれます。自分の文化と学
校文化の影響について考えることは職業のレベルだけ
でなく個人のレベルも上げてくれるでしょう。
授業中、話すことでリスクを冒す生徒に前向きな感想を与
えることは教師のできる最も簡単で大切なことの１つであ
るということを覚えておきましょう。生徒に訂正ばかり言
わないように注意し、せめて、間違いを指摘する前に前向
きなコメントを言ってあげましょう。一番大切なのは、欧
米の文化を日本の文化と対抗させないようにし、生徒が授
業で楽に感じられるように徐々に日本のコミュニケーショ
ンスタイルを取り入れていくことを覚えておくことです。
そうすれば、あの「夏休みの夢」の授業での沈黙の壁をな
くすことができるでしょう。がんばってください！

A

t a JET conference in Tokyo, a participant asked
a group panel, who were discussing team teaching issues, if classroom management was the ALT’s or
the JTL’s job. The response? Disciplining students is
the JTL’s job, and ALTs need not worry about such issues. While discipline may be the JTL’s responsibility,
the term classroom management actually has a much
broader definition. More than simply keeping disruptive
students in line, classroom management is about creating and maintaining an environment for learning.

Positive Reinforcement
Using positive reinforcement is a teacher’s most effective classroom management tool. Instead of snapping at Shinichi when he’s wasting class time, kindly
thank students around him for waiting patiently. After
saying, “Thank you for waiting” a few times, Shinichi
may catch on and quiet down. Often, disruptive students
expect to be yelled at, and some may
even crave that attention.
ALTs can also positively motivate
students through an informal reward
system. This system can take several forms:
⒉⒉The money system

– Make some
play money
to hand out to
students who participate in English during
class. Then, before midterm or
term exams, hold an auction in
class. Students can use the money they have collected to bid on
prizes. Some students may even
consider the money a prize and
choose to keep it instead!

学級運営
東京でのＪＥＴ研修で、参加者がグループパネルに、「学
級運営はJTLの仕事なのか、それともALTの仕事なのか」と質
問しました。答えは、「生徒のしつけはJTLの仕事であり、
ＡＬＴはそういうことについて心配するべきではない」とい
うものでした。確かに「しつけ」はJTLの責任かもしれませ
ん。しかし、学級運営という言葉にはもっと広い意味があり
ます。学級運営とは、単に授業を妨害する生徒をおとなしく
させるだけでなく、クラス全体の学習環境を作り上げ、それ
を維持していくことも含まれています。

叱るより褒める
「叱るより褒める」、というのは、教師にとって最も効果
的な学級運営の方法です。例えば、仮にシンイチ君が授業
の邪魔をしている時、シンイチ君を叱り付けるより、周り
の生徒が気長に待ってくれていることに対して心をこめて
「Thank you」と言った方が効果的でしょう。数回「Thank
you for waiting」と言えば、シンイチ君も気が付いて静か
になるかもしれません。授業妨害の生徒はよく、叱り付け
られることを当然だと思っていて、中に
はむしろそれを望んでいるような者も
います。

“More than simply keeping disruptive students in
line, classroom management is about creating
and maintaining an environment for learning.”

ＡＬＴは独自の報奨制度を使って生徒
にやる気を起こさせることができます。
これには色々なやり方があります。

⒉⒉

お金の発行：
おもちゃのお金を作
り、授業に積極的に
参加した生徒に渡し
ます。そして定期試験の
前、「オークション」を行いま
す。つまり、もらった金額に応じて賞
を出すのです。生徒の中には、そのお
金自体が気に入って、それを賞だと思
ってとっておく者もいるかもしれませ
ん。

⒉⒉パスポート―生徒と一緒にボール紙のカバーのついたパ
スポートを作ります。名前、国籍、誕生日を書かせ、写
真のところにはプリクラを貼らせます。授業中、生徒が
質問に答えたり、あるいは授業以外で英語を話したりし
たら、パスポートにスタンプを１つ押します。印鑑でも
いいですし、プリクラの機械には写真をスタンプにする
ことができるものもあるので、そういったスタンプを使
うこともできます。

Classroom Management
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⒉⒉Passports – Make passports with students using stiff

paper for the cover. Next, staple one of their print
club photos inside. Have students write their name,
nationality and date of birth on the inside front cover, then have them put one of their print club pictures
(purikura) in the photo space. When students answer
questions in class, talk to you outside of class, or
otherwise, you can reward them with a stamp in their
passport. Use your personal stamp (inkan) or go to a
purikura machine that takes a photo and turns your
picture into a sticker.

⒉⒉Stamp Cards – Use a half sheet of paper to make a

stamp card for students. Include 10 to 12 spots for
stamps and then use clipart to make the stamp card
interesting. Give students one stamp per class period
for volunteering answers during class. At the end
of the term, collect the cards and, if possible, count
each stamp as a point toward the students’ speaking
and/or participation scores on their term tests. Even
if students have enough stamps for a perfect score on
their tests, they can keep getting stamps to qualify
for prizes.

Classroom Presence
The way ALTs behave in class both verbally and nonverbally has an impact on students. It’s important to
stay conscious of the attitude projected when teaching.
Below are four pointers ALTs can use to improve our
classroom presence while teaching:
⒉⒉Posture – Are you standing tall or slouched over

the podium? When you speak to students who are
sitting, do you hover above them or crouch down
to their level? Standing rigidly will give an air of
authority, while a more casual stance will project a
sense of friendliness.

⒉⒉Voice – Listen to your speaking style. Do you have

a loud speaking voice? If so, yelling even louder to
get distracted students’ attention may not be the best
option for you or your throat. If students are used to
hearing the teacher’s voice often, a period of silence
will get their attention more effectively. However, if
the teacher is typically a soft-speaker, learning how
to carefully place a sharp and forceful shout can be
useful in many situations.

⒉⒉Gesturing – Using hands and body to elucidate points

or model activities is a great way to teach, especially to learners with lower English levels. However,
too much gesturing can be confusing. Gesture with
purpose.
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⒉⒉スタンプ･カード―１枚の紙の半分を使ってスタンプ･
カードを作ります。10～12個位のスタンプ欄を含め
て、クリップ・アート等を使って面白いカードを作っ
てください。授業中、自分から積極的に質問に答えた
生徒には、スタンプ･カードに１つスタンプを押してや
ります。年度末になったら、スタンプ･カードを集め、
可能なら、スタンプの数を「話すこと」あるいは「積
極的参加」の項目の成績に加えることもできます。テ
ストの成績だけで充分良い評定がもらえるような生徒
でも、スタンプの数に応じて特別な賞を設けると、さ
らに多くのスタンプを集めようと、授業に積極的に取
り組むでしょう。

教室での姿勢・態度
ＡＬＴの姿勢、態度というものは、たとえ言葉の形をとっ
ていなくても生徒に大きな影響を与えます。教えている時
の自分の姿勢、態度をＡＬＴはいつも意識していなければ
なりません。次の４つの点は、ＡＬＴが授業をする時、よ
り効果を高めるためのポイントです：

⒉⒉姿勢―背筋をシャンと伸ばしていますか？教壇で猫背
になっていませんか？座っている生徒に話しかける
時、目線が生徒の上をさまよったりしまっていません
か？ちゃんと相手の目の高さまで姿勢を低くしていま
すか？きちんとした姿勢で立てば、生徒達に権威ある
信頼できる雰囲気を与えます。楽な姿勢で教壇に立て
ば、より親しみやすい感じになります。

⒉⒉声―自分の話し方を思い出してみてください。大きな
声ですか？だったら注意散漫な生徒に対してさらに大
きな声で叫ぶのは、あなたにとってもあなたの喉にと
っても良い方法とは言えないでしょう。先生の声が良
く聞こえれば聞こえるほど、生徒達はその声に慣れて
しまいます。生徒達の注意を引くためには、むしろ静
かにすることの方が効果的でしょう。ただし、あなた
の声が普段から小さいなら、必要に応じて高くて力強
い声を出せるようにしておくことは、様々な状況で役
に立つでしょう。

⒉⒉ジェスチャー―得点について説明したり、これからや
ろうとする活動をクラスの前で実際にやってみせたり
する時、言葉だけでなく手や体を上手く使うと効果的
です。特にまだ英語を習い始めたばかりの時には。た
だし、ジェスチャーに頼りすぎるとかえって混乱する
場合もあります。目的を持って、効果的にジェスチャ
ーを取り入れてください。

room has an impact on the class. Have a reason
for choosing to be front-and-center, circulating the
room, or taking the role of audience member at the
back of the class.

It takes years for educators to perfect their classroom
management techniques. However, using these principles will help even inexperienced teachers to develop
their classroom management skills. While ALTs do not
discipline the students, using a system such as a passport
will encourage the students. Remember that your presence alone impacts the students’ learning environment
and their willingness to participate.

⒉⒉教室での位置―教室内で教師がどこにいるか、という
ことはクラス全体に影響を与えます。教室の真ん中に
立っているのか、それとも教室内を巡回するのか、あ
るいは観客のように教室の後ろに座っているのか、そ
うする理由を良く考えた上で実行してください。
教師が学級運営のテクニックをマスターするには何年もの
時間がかかります。しかし、このような基本的なポイント
に気を付ければ、経験の浅い教師でも上手にクラスを運営
することができます。確かに生徒を叱りつけるのはALTの仕
事ではありません。でも、例えば「パスポート」などの方
法で生徒のやる気を引き出し、JTLのクラスづくりに協力す
ることができます。あなたが教室にいるというそのことだ
けでも生徒の学習環境に大きな影響があるという事実を忘
れないでください。

Classroom Management
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⒉⒉Movement – The teacher’s physical position in the
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Professionalism

T

eaching is a profession. And as in any profession,
presentation counts. Successful teachers pay special
attention to their appearance both inside and outside of
the classroom. It is important for ALTs to look and act
in a professional manner. However, dress is only a small
part of professional presentation. A noticeably sleepdeprived, hung-over, or depressed employee dressed
in a suit and tie does not project a professional image.
As a teacher and a cultural ambassador, it is an ALT’s
job to bring a quality of “cheerful willingness” to his or
her work. A positive attitude and a rigorous work ethic
are as important to a professional image as personal
appearance.
From the moment we step off the
plane, we are under a microscope.
Actions, speech and dress offer insight to personality. Our coworkers’
perceptions of us are often based
on these impressions. So
how can we maintain
an image that will
project
professionalism and earn
coworkers’ respect? Some
components of a professional
image are:

教師は職業です。どの職業でも同じように、プレゼンテー
ションが大切です。上手な教師は、教室の中でも、教室の
外でも、格好に特に気を付けます。ALTの格好も振舞いもプ
ロフェショナルであることは大切です。しかし服は小さな
ことに過ぎません。明らかな寝不足、二日酔い、憂鬱そう
な職員なら、スーツを着てもプロフェショナルな印象を与
えません！「明るい心地よさ」を入れて取り組むのは教師
と「文化大使」をしているALTの本分です。プロフェショナ
ルな印象を与えるには、ポジティブな態度と一生懸命な姿
勢は見かけと同じ位に大切です。

“A positive attitude
and a rigorous work
ethic are as impor-

飛行機を降りる瞬間から顕微鏡で見ら
れているような状態です。振舞い、話し
方、服などは性格についての見識です。
同僚がそんなことでその人の印象を持つ
ことが多いです。どうすればプロ意識を
表し、同僚の尊敬を得る得ることがで
きるでしょう。「プロフェッショナル
な印象」は次のようなことで構成し
ています：

⒉⒉ 服

― ドレッ
スアップをしましょ
う。でも、地味にしまし
ょう。学校の教師の服を見ま
しょう。スーツを着る人がいれば、
トラックスーツを着る人もいます。そ
の中間にしましょう。特に女性は注意
が必要です。西洋で「職場用の服」とし
て売られても日本の学校の教師には派手
すぎると思われている物が多いです。特
に袖のないシャツとえりぐりの深いシャ
ツは悪い印 象を与える可能があります。

tant to a professional image as personal
appearance.”

⒉⒉Dress – Dress up and dress con-

servatively. Look at how teachers dress at school. Some will
wear suits while others will wear
tracksuits. Find a happy medium. Women
should be especially careful here: many articles that
are marketed as working clothes in the West are not
considered conservative enough for teachers in Japanese schools. Sleeveless or low-cut shirts, in particular, have the potential to attract negative attention.

⒉⒉Speaking with purpose – Take the time to speak

slowly and thoughtfully. Coworkers might not understand English well, but they will understand
when someone is speaking down to them. Conversely, they will understand and appreciate genuine efforts to communicate, especially if the ALT tries to
speak Japanese; a little self-deprecating humor goes
a long way!
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プロ意識

⒉⒉思慮深い話し方―時間をかけ、ゆっくりと考えて話す
ようにしましょう。同僚は英語がよく分からなくて
も、恩着せがましい話し方は分かります。逆に、純粋
に話が通じ合うよう努力していることも分かります。
特にALTが日本語で話してみる場合はそういうもので
す。ほんの少しの自分を卑下するような冗談でも、大
いに役に立ちます！

⒉⒉態度―親切にし、礼儀正しくし、それよりいい働く態
度を表しましょう。ほとんどのALTは日本教師ほど義務
が多くないです。熱心な労働姿勢は、仕事と生徒の教
育への関心を同僚に表します。

onstrate a good work ethic. Most ALTs are not given
as much work to do as Japanese teachers. A strong
work ethic will demonstrate an investment in the job
and in the students’ education.

⒉⒉Greetings – Set greetings are much more important in

Japanese than they are in English. Say “Good morning” (Ohayo gozaimasu) to everyone at the start of
the day and “Excuse me for leaving first,” (Osaki ni
shitsurei-shimasu) when you leave. It is very rude to
neglect greetings; if you do so, your colleagues may
take offense.

⒉⒉Teacher conduct rules – Get to know the protocol for

teacher conduct in school, especially when it comes
to dealings with children. Some schools don’t mind
a friendly tap on the back where others will be extremely unforgiving if you make the attempt to touch
a student.

⒉⒉挨拶―挨拶は英語以上に日本語ではとても重要です。
１日の始まりに皆に「おはようございます」と言い、
帰る時「お先に失礼します」と言いましょう。挨拶を
しないのはとても無礼であり、同僚の感情を害しま
す。

⒉⒉教師行為規則―教師の学校の中での行為、特に子供の
扱い方の規則を覚えましょう。友好的に背中を叩いて
もかまわない学校もありますが、生徒を触ることを絶
対に許さない学校もあります。
日本の社会規範は違っていますが、日本の職場でプロフェ
ショナルな印象を与えるには、努力と感受性が必要です。
自分の国では、どこにでも名刺を持って行ったり、行事で
おじぎをしたり、毎日形式ばった挨拶をしたりしなくても
良かったかもしれません。しかし、日本の職場文化では、
こんなことが大切です。快く規則を守り、手伝うと、同僚
も生徒も気付きます。

Social conduct is different in Japan, and projecting a
professional image in a Japanese workplace requires effort and sensitivity. At home, you may not have had to
carry business cards everywhere, bow during ceremonies, or use formal greetings on a daily basis. However,
these things are important in Japanese work culture.
Demonstrating a willingness to follow the rules and
help out will be noted by both your colleagues and your
students.

Professionalism
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⒉⒉Attitude – Be kind, courteous, and above all, dem-
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Tips and Tricks

心得やこつ
あの手この手

Employing a variety of gadgets in the classroom will
keep your students engaged and focused on the lesson.
Below is a list of items that may come in handy.

教室に様々な面白い小物を置いておけば、生徒は授業によ
り興味を引かれ、集中するでしょう。下記は役に立つと思
われる物のリストです。

⒉⒉A microphone (for interviews).
⒉⒉Money from your country (for self-introductions).
⒉⒉Straws (to decide who goes first).
⒉⒉Flash cards (to practice vocabulary).
⒉⒉Hand-held fans (to answer yes/no and true/false

⒉⒉マイク (インタビューに使用) 。
⒉⒉母国のお金 (自己紹介時に使用)。
⒉⒉ストロー (順番を決める時など)。
⒉⒉フラッシュカード(単語練習のため)。
⒉⒉う ち わ ( Y e s / N o 、 ま た は T r u e / F a l s e の 質 問 を

⒉⒉A small stuffed animal (to pass to students during

⒉⒉小動物のぬいぐるみ (質疑応答のアクティビティーで生

⒉⒉Individually-wrapped candy (to give as rewards—if

⒉⒉賞品としてのキャンディー（学校の許可があれば)。
⒉⒉音楽のＣＤ (うちとけた雰囲気を作るため)。
⒉⒉５～６つ程度の音を出す物 (チーム対抗試合に使用)。
⒉⒉さいころ (ボードゲーム、チーム・アクティビティーの

questions).

question and answer activities).
allowed at your school).

⒉⒉Music mixes on CD (to create a casual class atmo-

sphere).

⒉⒉5 or 6 noisemakers (for team competitions).
⒉⒉Dice (for board games/team activities).
⒉⒉A stopwatch and/or timer (for team competitions or

activities with a time limit).

⒉⒉A map of the world and your country

(for self-introductions).

⒉⒉Pictures of famous people and occasions (to deco-

rate bulletin boards).

⒉⒉Clipart (to spice up your handouts).
⒉⒉Stickers (to reward good marks).
⒉⒉Rubber stamps and stamp pads

(to reward class participation).

⒉⒉Items from your country (to show your classes or

答えるため)。
徒に渡す物として)。

ため)。
⒉⒉ストップウォッチ、タイマーなど(時間期限のアクティ
ビティーのため)。
⒉⒉世界地図、母国の地図 (自己紹介時などに使用)。
⒉⒉有名な人や特別な行事などの写真 (掲示板に飾る物とし
て)。
⒉⒉クリップアート (配布物への工夫)。
⒉⒉シール (賞品として)。
⒉⒉スタンプとスタンプ台 (授業参加に対するご褒美)。
⒉⒉何か母国からの物 (見せるため、または賞品として)。

空き時間の使い方

give as prizes).

Using your Spare Time
At many times during the year, especially during exams and special events, you will have some free time.
Take advantage of this by:
⒉⒉Making materials for class (for example: short vid-

eos, flashcards, and worksheets).

⒉⒉Talking with other teachers and getting to know

them better.

１年の間に何回か、特に試験期間や特別な行事の間に、
ＡＬＴにとって暇な時期があるでしょう。そのような時に
は、下記のようなことを行い、時間を有効に使いましょう。

⒉⒉授業のための教材を作ります (短時間のビデオ、フラッ
シュカード、ワークシートなど)。

⒉⒉もっと深く知り合うために周囲の先生と話します。
⒉⒉英語以外の授業やクラブ活動に参加します。
⒉⒉写真名簿を参照して生徒の名前を覚えます。

⒉⒉Joining non-English classes or club activities.

⒉⒉想像力を駆使し、掲示板に飾り付けをします。

⒉⒉Studying the rolls and learning your students’

⒉⒉日本語を勉強します。

names.
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creativity to decorate them.

⒉⒉後任者のために、事務手続き、学校活動などについて
の書類を作ります。

⒉⒉Studying Japanese.
⒉⒉Making an information folder for your successor

about office paperwork (and how to decipher it),
school activities, etc.

⒉⒉Making copies of your students’ best and craziest

work for portfolios. File some for your successor
so he or she can get an idea of the ability of your
students and keep some for your own memories.

Remembering Student Names
Remembering student names can be difficult at first,
but once a few months start to pass, some names and
faces will become more familiar. To memorize student
names, you can use:
⒉⒉Class Rolls – Most teachers are given a photo roll

at the start of each school year. Ask for a copy and
study away! Also ask for a copy of the seating charts
with hiragana or romaji written above the kanji. But
keep in mind that students often change seats, particularly at the beginning of a new term.

⒉⒉Student Presentations – Rather than having students

fill out information cards, make a short, fill-in-theblank introduction paragraph for students to practice
and present to the class.

⒉⒉代表作品集を作るために生徒の作品の中で最も上手くで
きた物や最も面白い物をコピーします。一部は、担当す
る生徒の実力を把握できるように後任者に渡し、残りは
自分の思い出のために保存すると良いでしょう。

生徒の名前を覚えること
最初は生徒の名前を覚えるのは難しいかもしれませんが、
しばらく経つと何人かの顔と名前に見慣れてくるようにな
るでしょう。生徒の名前を覚えるのに、下記のものをご利
用下さい。

⒉⒉写真名簿―ほとんどの場合、年度初めに写真つきの名簿
が先生達に配布されます。コピーをもらってそれをしっ
かり覚えましょう！ローマ字や平仮名のルビ付の座席表
も一緒にもらうと良いでしょう。特に新学期の始めに生
徒達は席替えを行うので、注意しておきましょう。

⒉⒉生徒による発表―個人情報カードに記入させるより、空
所補充式の自己紹介の短い英文を書き、生徒に配ると良
いでしょう。生徒は空所を埋め、練習し、発表します。

⒉⒉名前のゲーム―生徒も先生もお互いに顔も名前も知ら
ない学期始めの時に、このような名前のゲームは最も
役に立ちます。

⒉⒉出席番号―通常、生徒は通年の出席番号を持っていま

⒉⒉Name Games – These work best at the beginning of

a new school year when students are new to each
other and to the teachers.

す。大きな学校では、番号を覚えると、名前が覚えや
すいこともあります。生徒に指差す代わりに「出席番
号１８、please stand up（立ってください）」と言っ
てみましょう。生徒は自分の番号が知っているので、
このシステムは速く慣れるでしょう。

⒉⒉Class Number – Students usually have a class num-

⒉⒉名札―たいていの小中学校では名札の着用が義務付け

ber (shusseki bango) assigned to them for the entire year. In larger schools, ALTs may find that remembering a number may help them to remember
a name. Instead of calling on someone by pointing,
simply say, “Shusseki bango eighteen, please stand
up.” Students know their numbers and will catch on
quickly.

られています。生徒にローマ字名札を作らせると良い
でしょう。生徒には名札の後ろに下げさせます（名札
のタイプに応じて対応）。英語授業時に名札を裏返す
だけで使
うことができま
す。

⒉⒉Name Tags – Most elementary and junior high

schools require students to wear name pins. Have
students make small romaji name tags to put upside
down on the back of the tag which they can then flip
over and use during English class.
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⒉⒉Utilizing the bulletin board spaces and using your

