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摘要 

現在JETプログラム参加者は日本政府が検討している「外国語指導助手（ALT）の単独教育者としての活
動を一部可能にするか」という提案に対して調査を受けた。

本報告書はJET参加者コミュニティとして、この提案に対して基本的に賛成であるが、この賛成と共にい
くつかの懸念があることを示す。特に、ALTの更なる研修と授業計画の具体的なマニュアルなど、単独
教育の役割を務めるALTを決定する適切で明確な評価基準は、この新規構想の重要な基礎となる。更
に、ALTは単独教育者としての活動という教育指針への移行に伴い、いくつかの障壁があると感じてい
るが、その中で最も多く挙げられるのは日本語能力の障壁である。

また、本報告書は、資格や自信がないにも関わらず、多数のALTは既に単独教育者として教えることを
頼まれている事実を含め、現在のALTの実態を取り扱う。

結果的に、提案されている実施変更には多くの賛成があったが、回答者の多数はこの実施変更を導入
する為には来日前や来日後の東京オリエンテーションの後に、特別研修を行うなど、JETプログラム構
成に関して変更すべき点があると考えている。回答者の総意は、ALTの単独教育者への移行が、生徒や
JETプログラムにとっても前向きな変更の場合でも、チームティーチングを犠牲にするべきではない。む
しろ、上記の事項を考慮し、両方のシステムのバランスをとるべきであるというものであった。
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はじめに

2013年12月のJETプログラム参加者の会（以下はAJETという）が参加した意見交換会で発表されたいく
つかのプログラム実施変更や提案に対して、AJETは現在のJET参加者の意見を望んでいた。従って、今
度の実施変更の参考となるように、今春の調査は意見交換会で提案された案の追跡調査とJET参加者
の評価を集めるものとして作成された。

提案の１つとして、AJETは意見交換会で文部科学省（以下はMEXT）がALTの単独教育者としての活用
方法を検討していることを伺った。MEXTは、この案の実施方法をまだ検討中であるが、ALTが授業の場
だけでなく、日本の英語教育制度にも大事な役割を果たしていると述べた。 

この実施変更がもし導入された場合、MEXTと外務省（以下はMOFA）はJETプログラム応募者の選
定、ALTの単独教育者としての適性の評価方法の決定、JETプログラム応募者への情報提供・研修を２
つの省で協力して行う必要がある。我々AJETは現在のJET参加者はこの過程を支援するアドバイスを提
供できると考えている。

本報告書はAJETの上記の課題に対する調査結果を提供する。
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調査方法

本報告書のデータはAJETによって平成26年4月1日から18日までの期間に、インターネット調査ツール
を利用して、実施したアンケート調査によるものである。アンケート調査は英語で実施された。質問の
数は、回答者の職種をによって異なる。アンケート調査は選択式、複数選択式、自由記述等の形式によ
る、ALTには49項目、スポーツ国際交流員（SEA）と国際交流員（CIR）には11項目にわたって質問した。

アンケート調査の主な四つのテーマは以下の通りである：

• 小学校における英語教育の変化

• 学校現場への英語コーディネーターの導入

• 外国語指導助手（ALT）が単独で授業を行うこと

• AJETの活動とサービス

便宜上、アンケート調査と同様４つの観点から、回答を分析したレポートを別途作成した。本報告書
は、小学校での英語教育における変更点という観点でまとめた。報告書で「現在のJET参加者」という回
答者には、初めてのJET参加者も、二回目以上のJET参加者も含まれている。なお、本報告書に記載され
ている数値は、少数第一位を四捨五入して整数にしてある。

JETプログラムに関する用語の名称は、以下のように省略している：

• ALT：外国語指導助手

• CIR：国際交流員

• SEA：スポーツ国際交流員

• AJET：JETプログラム参加者の会

• JET：JETプログラム、または「語学指導等を行う外国青年誘致事業」

• JTE：Japanese Teachers of English、または日本人外国語担当教員
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標本調査　

アンケート調査の回答者は計1135人で、全国の現役JET参加者の約26％である。回答者の中で、現役
のCIRまたは「ALTの単独教育者としての活動」の事項に回答しなかった参加者が多かったため、そのデ
ータは分析から除外されており、936人（全国の現役JET参加者の約22％である）というサンプルサイズ
で分析を行った。この936人はJETプログラムの現役のALTである。

「JETプログラムの参加者として何年目」という問いに対して、936人の大多数は「一年目」（42％）と回答
し、「二年目」と「三年目」はそれぞれ（２６％）と（１８％）であった。下の表は全回答者のJETプログラム
年目別を示している。

42%

26%

18%

8%
5%

<1%

JETプログラムの参加者として何年目？

１年目

２年目

３年目

４年目

５年目

５年間以上

 補足：JETプログラムの最長在職期限は5年間であるが、「5年目以上」というのは、JETプログラムに2回
以上参加し、その在職期間が合わせて5年間を超過した参加者のことを示す。
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結果・討議

教育に関する資格

アンケート調査の回答者の50％は来日する前に教育の資格を取得、または教師としての経験があった
と示している。来日後、2年目から5年目までの現在のJET参加者のなか、多くの方（21％から35％）が、教
育資格を取得済み、または現在勉強中である。それに比べ1年目の参加者は僅か14％のみが現在教育
資格を取るために勉強をしていると回答した。しかし、現在勉強中でないと答えた回答者の中に、つい
最近来日しまだ仕事や生活に慣れていないため、資格勉強の時間を取れていないが、将来資格の勉強
を始める人もいることが予想できる。現在のJET参加者の多くの方が現在資格の勉強中、または教育の
資格・教育経験を既にもっている。この調査結果はJETプログラムとして、良い結果として考えることがで
きる。

34%

29%

35%

21%

14%

66%

71%

65%

79%

86%

5年目

4年目

3年目

2年目

1年目

JETプログラムに参加している間に教育の資格を取得しましたか、また

は取っている途中ですか

はい いいえ
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単独教育者として活動する外国語指導助手（ALT）の現状

調査結果によると、中学校・高校に配置されている現役ALTの過半数に近い４６％の回答者が一部、
または全ての英語の授業を１人で行っている。現在の体制ではそれが許可されていないものの、現状
では、日本人外国語担当教員（以下JTEという）が思いもよらず授業に出なかったり、授業の準備を何も
しなかったりした場合、中学・高校で教えている多くの回答者が、時に１人で授業を行っている。JET経
験１年目の４２％がこの状況にあり、５年目になると６４％まで増加している。以下の図が示すよう
に、JET参加者としての経験年数が長くなるに従って、この割合がより増加している。「単独授業を計画し
実行できた要因」として最も多く挙げられたのは、「自信」（６９％）と「JETプログラムでの指導年数、JET
プログラムで得た指導経験」（５２％）であったことからも、上記の結果は想定外ではない。ALTとして
の指導年数が長ければ長いほど、ALTの単独授業は許可されていないのにも関わらず、JTEに単独授業
を依頼されている可能性があることを示唆している。「その他」の項目には「生徒・JTEとの強い信頼関係
を維持している」という回答や、それとは対照的に「授業に何も用意してくれないJTEがいる」という回答
があった。ある回答者は、「私の場合はあまり、または全く参加してくれないJTEが多いため、初年度に比
べ１人で授業を行う腕が上がってきたと思います。」と述べている。 

64%

55%

50%

45%

42%

36%

45%

50%

55%

58%

５年目

４年目

３年目

２年目

１年目

現在、授業の一部、または全てを計画し、行っていますか？

しています していません
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0% 20% 40% 60% 80%

その他

単独担当の授業を頼まれているものの、実施するため

の体制及び自信がないと思う

JETプログラムでの勤務期間の長さ、JETプログラム

で得た教員経験

（JETプログラム参加者・民間会社の）ALTの経験

日本語能力

来日前のTEFL・TESLに特化した教員の経験

自国での教員の経験

保持している教員資格

自信

単独で授業を教えられる要因は何ですか？

 また、上記の図が示すように、１６％が「単独担当の授業を頼まれているものの、実施するための体制
や自信がないと思う」と答えたことは注目に値する。これは多くの回答者の「その他」のコメントの中に
も反映されている：

「研修がもっとあれば、助かったのですが。赴任したばかりの頃は前途多難で、自力で仕事の
やり方をなんとなく覚えました。」

「JTEの担当者に指導してもらうようにお願いしたのですが、なぜ協力してくれないのかがさ
っぱり分かりません。教員の仕事は初めてですし、ALTとしての最初の年に言葉にできないほ
どマイナスの影響を与えました。」

「前任者が単独で授業の内容を決めて、単独で教えていたので、私も同じことを期待されてい
ました。来日前にTESOL資格を取得したとはいえ、実際の指導経験がなかったので、週に１５
時間の授業はとてもストレスで、仕事に向いていないと感じていました。赴任から２年半が経
った今では、教員能力に対して自信がついていますが、授業を計画する際にJTEの意見をもっ
と聞きたいです。」
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単独で教えた授業への認識

興味深いことに、 ６５％の回答者は単独で教えた授業が生徒たちの語学学習経験をより高めることが
できると考えていると答えた。

65% 9% 26%

ALTが単独で教える授業が生徒たちの語学学習経験をより高めることができる

と思いますか？

思う

思わない

分からない

 実際に授業の一部または全てを１人で行っているALTの割合（４６％）と比較してみると、多くのALTは
ALTが担当した授業が理論的に良いと考えていることが伺える。しかし、当然ながら、必ずしもJETコミュ
ニティ全員の意見が一致しているわけではなく、１人で教えるには様々な条件が必要との回答が多か
った。自由回答に共通しているのは、「単独で授業を教えられる要因は何ですか？」の図にもあるように、

「単独で授業を任される以前に、自国で来日前に教員としての経験を重ねるか、JETプログラムのALTと
して求められる能力を身につけておく必要がある」という内容である。以下の回答にこれらの問題を述
べている：

「JET参加者が教員資格を取っていれば、英語を教える最良の方法に違いありません。英語を
どのように教えればよいかを全く分からない人に指導されてもうまくいきませんから。JTEは
授業を主導するのではなく、JET参加者の補助になるべきです。しかし、そういった制度が功を
奏するためにはALTは単にネイティブというだけではなく、資格を持った教師であることが必
要です。」

「もちろん、教員資格があるJET参加者がいるし、教員資格を持っていなくても、仕事に適用で
きる別の資格があるJET参加者もいます。しかし、そのようなJET参加者が１人で教え、生徒た
ちと円滑なコミュニケーションを成立するためには、JTEの補助が必要です。そして、一緒に授
業を行えば、英語は単なる教科ではなくて、人生に役立つスキルとして身につき、とても有益
になると思います。授業がより楽しくなるはずです。」

下記のコメントにもあるように、多くの回答者が、JTEが積極的に授業に参加しなくても、管理運営のた
めに教室にいることが重要だと訴えた。

「一部のJET参加者は単独で教えられると思いますが、多くのJETは教員経験がありません。私
の場合、この仕事を通してある程度単独で教えられるようになりました。いざという時には１
人で授業を行う自信がありますが、楽しんで教えるわけではありません。一般的に教室管理な
どが難しくなるので、可能な限りJTEにいてほしいです。それに、複雑な文法を説明するために
必要な日本語能力が身についていませんから。」

「万が一、教室運営が崩壊した場合や災害や事故などの緊急時に備えて、どうすればいいの
かが分かるJTEがいるべきです。」
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回答者に「チームティーチングを行わない場合の教室の学習環境への影響」も考慮してもらった。ALT
かJTEかは関係なく、１人の教員が授業を担当する場合、生徒たちにとって何か損なわれるか様々な見
解が挙げられた。回答は広く下記の５つの項目に分けることができる：

• 『生徒の主体性』：生徒全員を平等に教えられる可能性が低いため、退屈したり、疎外感を感じる
生徒がいる。

• 『規律』：指導者が１人だけの場合、授業中に生徒たちに注意をすると教えることに集中できな
い。

• 『英会話の実演』：先生が２人いれば、英会話の自然な例が実施できる。

• 『効率性』：１人の教員が授業の至る所（シートの配布、黒板への書き込みなど）を担当しながら、
生徒たちの集中力が落ちないようにするのは至難の業である。

• 『誤解』：先生と学生はコミュニケーションが必ずしも円滑には取れない。

下記の書き込みが示すように、上記の回答の中で、過半数（５５％）が１番問題視しているのは「英会
話の実演が不足していること」であった。

「人とコミュニケーションをとる手段として、英語を使うということ見せるために会話例を二人
で実演することは大変有効です。１人でそれを行うことは困難です。」

「生徒たちは日本人の先生に英語能力が身についていることを忘れがちのようで、先生がコ
ミュニケーションをとるために英語を利用しているのを目にすれば、憧れの対象として見習う
可能性があります。」

「チームティーチングをする時に、教師とALTとで実演やリスニングのアクティビティを実施す
ることが可能です。ALTが１人で、または授業のほとんどを教えていれば、生徒たちは英語が
できる日本人の先生がいるとことを忘れてしまう危険性があります。生徒たちにとって教室内
外で英語ができる同じ日本人を見ることで、モチベーションが高まり、英語を学ぶ自信に繋が
る要因になります。」

２番目に（２７％の回答者）問題視されているのは「誤解に関する問題」である。ある回答者は次のよう
に述べている。

「日本語のネイティブの先生がいなければ、生徒たちはALTが自分たちの質問を十分に理解
しているかどうかわからないと感じ、質問をためらうことになるでしょう。」

上記の回答を踏まえて、過半数の現役JETプログラムのALTは自然な英会話の実演、（より実用的な理由
で）授業内におけるアクティビティの実施のため、チームティーチングが有効であると考えていることが
伺える。それに加え、英語能力を身につけ、それをネイティブとのコミュニケーションで実践している先
生が生徒にとって、尊敬できる素晴らしい模範的な人になるであろう。生徒の主体性、躾、効率性などの
課題（あまり述べられていないが）は、単独指導モデルとチームティーチングモデルの是非を論じると
きに、確かに配慮すべき要因である。
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結果を全体的に見ると、ALTの大半（６５％）は、ALTが１人で教える授業は生徒の語学学習経験を高
めると思っていると示唆しているが、回答者の多くは下記の意見が示すように、一般的なクラスにはチ
ームティーチングが最適と考えている。

「生徒たちにとっても、JTEにとってもチームティーチングは大変良い経験だと思います。教員
が１人しかいなければ、JTEとALT両方の持つ能力や特徴を効果的に発揮することはできませ
ん。」

「JET参加者が単独教育者として活動するのは決して良いことでないと思います。JET参加者と
生徒の間には、母語や文化の違いがもたらす根本的なズレがあるからです。JTEは文化を理解
してくれるだけではなく、教育制度及び教育が何を求めているのかを知っているので助かりま
す。単独で教えることを試みる可能性はありますが、個人的には英語教育の基本的な教え方は
JTEと協力するチームティーチングであるべきと思います。」

「JETプログラムはチームティーチングに基づいて構成され、プログラム全体がこの取り組み
方を想定している。文部科学省が本物の英語の先生を招集したいのであれば、応募資格、面
接の過程を一変しなければならないし、理想に合うような志願者を雇ってほしいです。なの
で、変更には良い面もありますが、それが中途半端な改革となるのであれば、プログラムを変
えない方がましだと思います。」

単独教育者として活動するALTへの認識

58% 11% 31%

一部のJET参加者に、時には単独教育者になることを許可することはJETプログラ

ム及び参加者にとって好ましい変化だと思いますか。

思う

思わない

分からない

アンケートのもう１つの目的は、現役ALTの「ALTが時には単独教育者として働く」という提案への意欲
を把握することであった。全体的に賛成の回答が多く、５８％がJETプログラム及び参加者にとって好
ましい変化と答えた。

  多くの回答者はこれを人材育成かつ自己啓発の良い機会として指摘していた。ある回答者は「このよ
うにALTに教える権利を与えることは教員資格所有者、または、JETプログラムで必要な経験を重ねてき
た人にとって、素晴らしい提案だと思います。きっとさらなる自由、責任、多様性が生まれるからです。」と
述べた。また、前述の通り、過半数の回答者（６５％）はALTが単独担当で教えた授業は生徒の語学学
習経験をより有意義にすることができると考えている。

アンケートで得た意見によれば、なぜ時には単独担当が良いのかというと、日本語に訳してくれるJTE
がいないことで、リーディング・英作文よりコミュニケーションの重要性を生徒に感じさせ、英語に集中
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できる環境作りが可能だからである。文部科学省の新教育課程によると、高校の英語の授業はすでに
英語のみで教えられているはずである。しかし、調査結果を分析すれば、必ずしもJTEがその規則に従っ
ていない印象を受ける。将来的にこの政策を中学校にも適用する考えであれば、現役ALTからの反応
によると、実施の仕方についてまだ考える必要があるであろう。ALTが単独で教えた授業は、より英語に
没入できる１つの選択肢かもしれない。

しかし、２６％の回答者はALTが単独で教えた授業が生徒にとって好ましいかどうか分からないと答
え、３１％はそのような改革がJETプログラム及び参加者の両者にとって好ましいかどうかが分からな
いと述べていることを視野に入れるべきである。数多くの自由回答にあったように、このような制度が
成功するために必要となる「条件」を考慮した場合、賛成する人が多いとはいえ、多くの現役JET参加者
が不安を共有していることが伺える。

「ALTが１人で教えても生徒の語学学習経験を高めない」と答えたのは僅か９％であった。「JETプログ
ラム及び参加者に悪影響を与えかねない」という回答者も１１％程度であった。そのような回答が少
ないとはいえ、ALTが単独教育者として活動するという制度を取り入れるとなれば、念頭におくべき要
因がいくつかある。

第一に、現在JETプログラムを通じて雇用されているJET参加者が上記の制度を効率的に実施するレベ
ルに達していない恐れがあるということである。それは下記の意見でも明言されている。

「戸惑ってしまいます。一部のJET参加者は新卒で、教員の知識や経験が全くありませんから。
しかし、能力が十分にあることが明らかなJET参加者であれば単独で教えることができるでしょ
うし、本人とJETプログラムに双方にとってメリットがあると思います。」

「JETプログラムは応募基準を厳しくした方がいいと思います。私の知っている限りでは、JET
プログラム全体の印象にダメージを与えるほどあまりにも不適切なALTもいます。授業の単独
担当をお願いされれば、結果が恐ろしい限りです。」

第二に、ALTが教室で単独教育者としてもっと責任のある立場で働くようになれば、現在の給与、研修、
制度のいずれかを調整しなければならない。それが以下の回答によって浮き彫りにされている：

「教科担任として指導を行う指導助手は一般の教師並の報酬と待遇を与えられるべきです。
単独教育は仕事内容を根本的に変えてしまい、応募資格にもそれを反映すべきです。教員の
経験がないネイティブの先生を雇うのは理に適っていないと思います。日本の教育制度を変
えるのはネイティブではなくて、教師の指導法と文部科学省による明確なカリキュラムです。」

ALTから単独教育者へと移行

今の自分の指導力で、ＪＴＥの支援なしに英語の授業を行う場合、どのような活動が一番自信をもっ
て指導できるか、という質問に対して多くのＡＬＴが、様々なウォームアップゲーム（82％の回答者が
選択）、支援ゲーム・支援活動（授業テーマに沿ったゲームや活動）（72％）、またはフォニックス活動（発
音の指導）（65％）を自信をもって指導できると回答した。しかし、以下の表に示されるように、文法の要
点を自信をもって指導できると答えたのは約20％のみであった。同様に、すべての活動を自信をもって
指導できると答えたのは22％に留まった。
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0% 20% 40% 60% 80% 100%

その他

上記のすべて

英語教育に関わるすべて

支援ゲーム/活動

教科書の対話/本文の内容

文法の要点説明

試験監督

ウォームアップのゲーム/活動

フォニックス活動

現在の状況・または指導力で、英語授業で最も自信を持って

指導できることは何だと思いますか？

さらにこのアンケートで、ＡＬＴが単独教育者に移行するにあたって、考えられる障壁や必要となるこ
とについても、詳細な情報を得ることができた。予想通り、ＡＬＴが１人で授業を行うにあたって、主な
障壁と考えるのは日本語能力（が十分でないこと）であり、46％と群を抜いていた。次に多いのは、14％
ではあるが、教員養成・教員免許制度が整っていないことであった。これらの結果は以下のグラフに示
されている。

0% 20% 40% 60%

その他

日本の学校制度の知識

日本語能力

TEFL/TESLの特定研修/資格

教員教育/資質

あなたにとって、次の要素のうち自信を持って指導することへの

主な障壁は何だと思いますか？
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これらの結果は、次のことを示している。現在ＡＬＴは、日本語能力をほとんど、あるいは全く必要とし
ない英語指導の場面では、自信をもって指導できる状況である。しかし、一方で大多数のＡＬＴは、日
本語での指導が重要な手段である場面ではまだまだ指導しきれていない。このことは、次のような詳し
い回答をみるとさらに明らかになる：

 「単独で指導するＡＬＴが、生徒を助けられる十分な日本語能力があればよいと思う。英語の
授業を英語で行うのは重要であるが、難しい箇所では日本語を交えながら生徒を指導するこ
とも時には必要だ。」

「ＡＬＴの日本語能力が不足している場合、生徒が授業中混乱してわからない時に、そのこと
をはっきり言うこともできず、わからないことをそのままにしてしまう可能性もある。」

現在（一部の）ＡＬＴに見られる高度な日本語能力は、どのＡＬＴにとっても単独教育を行う場合に必
要不可欠な条件と考えられる。また、単独教育者に移行するにあたって、ＡＬＴが授業のどの部分の責
任をもつべきかを示すガイドラインを設ける必要があるかもしれない。さらに、ＡＬＴが現在の力で自
信をもって指導できない分野も含めた、英語教育全般の指導にあたることが求められるのであれば、さ
らなる研修が必要になるかもしれない。

限られた日本語能力以外に、ＡＬＴは単独教育を行うにあたって考えられるいくつかの障壁を挙げた。
その中で最も多く挙げられたものは、ＪＴＥあるいは学校が、ＡＬＴ単独で授業を担当させることに
消極的、または非協力的であったりすること、あるいは、ＡＬＴが教師としての資格をもっていても、一
人前の教師として認めていないということである：

「ＡＬＴはよく『外国の』とか『単なる助手』といった、意見を重要視されない否定的な捉え方
をされる。つまり、能力、資質、教師としての経験があっても、低い地位の助手として見られてし
まう。」

「日本語能力の不足、適切な支援ネットワークの不足（ALTは自分はまだお客であり、本当の
先生ではないので、生徒は自分の言うことを聞く必要がないと思っていると感じているため、
適切な支援が必要である。）、経験不足が組み合わさったものだと思う。」

さらに、多くのＡＬＴが現在の状況で、１人で授業を行う自信がない主な理由として、日本の教育制
度、教育構造そのものに原因があることを指摘している。現在の環境では、十分に貢献できる能力が発
揮できないと感じていることは別にしても、日本の教育制度・教育構造が、生徒の英語習得にマイナス
の影響を与えていると多くのＡＬＴは感じている。このことは現存する障壁についての次の意見からも
明らかである。

「私には日本の教育制度の目標がよくわかない。彼ら（文部科学省）は生徒に英語でコミュニ
ケーションできるようになってほしいと言うけれど、実際はそうではないように思う。実際の目
標は入試のように思える。本当の目標は何か知りたい。」

「日本の試験制度は奇妙で効果がない。学ぶことを妨げて、無意味な暗記を助長している。」

「ＪＴＥが教科書の教材に頼りすぎていることと、コミュニケーション技能を教えるより筆記
試験に合格することに重点を置いた教育制度の在り方、そして教室でのＡＬＴの役割やＡＬ

Opinion Exchange Meeting  December 2013

12



Ｔの立場が不明確なことが問題であると思う。」

直接の経験に基づいて、日本中のＡＬＴの意見は次のように一致している。それは、日本の学校の英語
教育の目標は伝え合う英語を学ぶことではなく、教科書の教材を暗記して、試験に合格することのよう
である。このことは文部科学省が定めた目標と異なっている。特に「グローバル化に対応した英語教育
改革実施計画」で概説された目標、すなわち、英語話者とのやりとりができる能力の育成に重点を置く
目標とは大きく食い違っている。

これらの障壁を念頭に置いて、この調査ではＡＬＴが単独で指導するにあたり、生徒の言語能力を向
上させるには、どのような研修や授業計画のマニュアルが求められているのか回答者に尋ねた。この質
問に対する６５３人という多人数の様々な答えの中で、２０％と一番大きな比率を占めたのは、日本
語研修が一番効果的ではないかということである。この結果は、ＡＬＴが単独で指導に当たる場合、最
も重大な障壁となっているのは日本語能力不足であるという、前述の調査結果と明らかに関係してい
る。その他に挙げられた回答としては、ＴＥＦＬ／ＴＥＳＬの資格の取得（８％）、教育課程や学校の
方針に関する理解を深めること（７％）、学級全体を指導する研修（５％）、指導案作成に関わる研修（
４％）が挙げられた。

この結果から、ＡＬＴの指導の仕方が、現在のチームティーチングから（たまに行うだけでも）単独で
の指導に移行する場合、様々な研修や参考資料が必要であることは明らかである。あるいは、ＪＥＴプ
ログラムは、ＡＬＴを募集する際に、これまでの選考基準、選考方法、必要とする資格や経験を見直す
必要があるかもしれない。次のセクションでは、この問題に関して述べる。

単独教育者としてのALTの適性の評価

ＡＬＴが単独教育者としての適性があるかどうか評価する体制が導入されるのであれば、確固とした
形式の制度が整えられるべきであると現在のＡＬＴが思っていることが調査の結果明らかになった。

来日する前のＡＬＴが、単独授業者として自信をもって授業を行う適性があるかどうかを、どのように
評価できるかということについては、主に２通りの回答があった。多くの回答者（４３％）は、過去に教
師としての経験があるかどうかが、ＡＬＴとしての適性を計る重要な要素であると答えた。この調査か
らわかることは、現在ＪＥＴプログラムではＡＬＴ志願者の教職経験や教員免許の有無は正式な採
用条件になっていないものの、将来的にＡＬＴが単独で指導することが求められるのであれば、変更
するべきであるということである。加えて、多数の回答者（３６％）はＪＥＴプログラムの今後のＡＬＴ
志願者が、面接の段階で模擬授業を行うことによって、単独教育者として必要な能力や自信を示す機会
を設けるべきだと感じている。多数の回答者はまた、ＪＥＴプログラムが始まる前にＡＬＴが１人で
授業を担当できる能力があるかどうかを正しく見極めるのは、非常に困難であると述べた。

ＡＬＴが１人で授業を行うことができるかどうかを、来日後に評価する方法については、過去の教職経
験（２０％の回答者が触れていた）よりも、ＪＴＥや担当者の授業観察を伴う具体的な授業実践能力
審査（５７％）が重要視されていた。 今後単独教育制度を導入するとしたら、この調査結果は、ＡＬＴ
が単独教育者としての適性を持ち合わせているかどうか評価する手段として、すべてのＡＬＴにもっと
定期的な授業観察をする必要があることを示している。また、数名の回答者はＡＬＴが、ＪＴＥだけの
授業やチームティーチングの授業を見る機会が初期の一定期間を経てから設けられるのが望ましいと
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具体的に述べている。ある回答者の視点が、この思いを次のようにまとめた。

「自信と順応が最も大切なことだと思う。私の場合、そのような問題はないけれど、多くの人た
ちが新しい国に住むストレスを抱えていて、教育の資格や日本語能力試験１級をもっていた
としても、あらゆることに圧倒されている。その場合、チームティーチング体制が、ストレスを緩
和するのに役立つ。ＡＬＴに１人で教えるように依頼するのは、日本に何か月か住んだ後に
するべきだと思う。」

おもしろいことに、ＡＬＴが、単独指導できるかどうかの決定要素になりうるものは、日本語能力である
と前述したにも関わらず、（来日前も来日後も）日本語能力を評価項目に入れるべきと述べた回答者は
ほとんどいなかった。そして、以下の表に示したように、単独教育者として成功するために、日本語能力
試験１級、２級が必要であると考えている回答者は、半数以下（４５％）だった。

45%

55%

42%

55%

45%

58%

日本語能力試験（JLPT)１

級か２級

TEFL/TESL特定資格

教師の資格と学位

もしも、何らかの状態で、JETプログラムがALT等に単独教育指導

することを求めるならば、必要なものは何ですか？

はい いいえ

これによると、自信をもって１人で授業を行うためには、日本語能力が重要な要素であるとＡＬＴは感
じているものの、書類上で日本語の資格をとったとしても、そのことが単独教育者として務まる保障に
はならないであろうと考えていることを示している。実際に、単独教育者として働いているＡＬＴの中
で教員の学位や資格、あるいはＴＥＦＬ/ＴＥＳＬの資格が必要だと考えているのは約半数の回答者
に過ぎなかった（各々５５％と４２％）。まとめてみると、これらの結果は、ＡＬＴが単独指導を十分に
行えるかどうか評価する際に最も必要なのは、模擬授業や実際の指導場面を通じて彼ら自身を実際に
見ることであると示している。

しかし、それでも助手としての役割に縛られずに、現在有している資格や経験をもっと単独指導に活か
したいと思っている回答者もいた。ある回答者からは、「もしもＡＬＴが母国で教員免許状を持ってい
るなら、（アメリカにもあるように）その資格で公的に日本でも教えることができるような資格の共通化
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があればよい。母国の教員免許と共に日本語能力があることが必要である。」という興味深い意見があ
った。

最終的に問題になるのは、ＡＬＴが単独教育者に向いているかどうか決めるのは、ＡＬＴがそういう
役割を望んでいるかどうかである。適切な研修、支援、評価があったとしたら、単独教育者になりたい、
と答えた回答者は約半数（５１％）だけであった。残りの回答者は、わからない（３３％）か、単独指導を
したくない（１６％）と答えた。この結果は次の通りである。

51% 16% 33%

はい

いいえ

まだわから
ない

もし前述したような、研修・支援があるなら、
ＪＥＴプログラムで働く間に授業で単独指導したいですか？

さらに、この調査の至る所で、日本語能力、教員資格、経験や自信の有無に関わらず、日本に初めて来て
すぐに単独指導するよう強要されたＡＬＴがいる、そして、それが多くの場合、彼らにとってマイナスの
経験になっているという回答が多く見られた。多くの回答者は、もしＡＬＴが現在あるいは今後単独教
育者として期待されているのであれば、その時点で十分に準備できているように、来日した時に慣れる
時間（授業を観察する時間、チームティーチングの環境で働く時間、経験を積む時間）が与えられるべき
であると考えている。
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結論・提案

本報告書はJET参加者コミュニティの中で提案された、実施変更に対して基本的には賛成であるが、こ
の賛成と共にいくつかの懸念があることを示す。現在参加者の中でも、現行の制度については意見が
異なっており、提案が実施される場合、ALTとしてJETプログラムに参加できる条件の改正も必要になる
可能性があると思われる。例えば、単独教育者として活動したいJETプログラムの応募者は既に教育資
格を持つべきであるか、教育者としての経験者であるか等の条件について。または、日本で単独教育者
として自信が持てるように高い日本語能力をもつ必要があるかどうかを検討する必要がある。 

この調査から、JETコミュニティの多くの方は、チームティーチングをJETプログラムの主要な部分とし
て、またALTの担当する授業の大部分で、現在の形式を保つべきであると考えており、その役割に限定
的に単独授業を加える形が一番理想的であるという意見を持つ参加者が多いことが分かった。

アンケート調査の大多数の回答者にとって、教室でのJTEの存在は教室運営にも文法の説明にも非常
に助けになるだけではなく、２人の先生がいるからこそできる英語の自然なコミュニケーションの在り
方を見せることは、英語教育の中で欠かせないものであると示されている。

しかし、ALTが時に単独教育者として活動することになれば、いくつかの障壁がある（とALTは感じてい
る）。その中で最も多く挙げられるのは日本語能力の不足であるが、それ以外に学校側と回りにいる同
僚の先生たちに「本物の教師」として認められていないという不満があり、ALTの教室の中の役割の改
正を、まず始めに「外国語指導助手」の名前の変更から始めるべきだという意見もあった。それに、ALT
を単独教育者として活用する教育型への移行の際には、JETプログラムに応募するALTの単独教育者
の役割に関する適性と意欲を評価する方法や制度の必要性も明らかとなった。また、プログラムの応
募面接の場、もしくは日本到着後に教育者としての能力を評価するための実証授業を行うことが良い
という意見も得ることができた。

現在のJET参加者のコミュニティの中には、単独教育者の提案に関して前向きな思いもあるが、AJETは
それを実施する場合、どう効果的に導入するか等、まだまだ不明な点が多くあると感じている。なので、
単独教育者として活動するALTの制度を実施する際には、現在のプログラムのALTの職種の名前、役割
の概要、給与、応募条件と定期的な業績評価の導入等、多くの改革を検討する必要性があると思われる
ため、ご検討を推奨する。
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