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 Program  

The Third J-CLIL TOHOKU Chapter Conference  

第 3 回 J-CLIL 東北支部大会  

Date (日時): Saturday, December 19th, 2020 / 2020 年 12 月 19 日(土)  

Time (時間)13:00 – 17:00  

Venue(会場) Online Zoom conference・オンライン形式 (ZOOM) 

Opening Ceremony (開会式) 13:00-13:10 (ZOOM 1) 
⼭⼝昌弘教授 (東北⼤学・⾔語⽂化・教育センター⻑） 
Professor Masahiro Yamaguchi  
(Tohoku University・ Head of the center for language culture and education) 
 

13:10 – 13:55 
Keynote 1   
基調講演１(JPN) 
ZOOM 1 
Chair / Host: 
Barry Kavanagh (Tohoku University) 

CLIL 英語教員へのいざない：異業種経験を活かしたグローバル
技術者育成のための CLIL 活⽤型英語指導 

植村隆准教授 
（⼭⼝⼤学） 

 
 

Oral presentations 
⼝頭発表 

ZOOM 1  
(Presentations conducted 
in English) 
Zoom host /Chair 
Todd Enslen 
(Tohoku University) 

ZOOM 2  
(⽇本語で⾏う発表) 
Zoom host / Chair 
Satsuki Kojima 
(Miyagi University) 

Session 1 
14:05 – 14:25 

How does CLIL differ 
from other forms of 
content-based 
instruction and how 
can it be implemented 
at a Japanese 
university? 

Barry Kavanagh 
(Tohoku University) 

CLIL ⽇本語教科書に
おける⽂学教材の役割

と有⽤性 
⼭出 裕⼦ 

（⽇本⼤学⼤学院） 
 

Session 2 
14:30-14:50 

Introducing 21st 
Century skills through 
Game-Based Learning 

Douglas Gloag 
(Yamagata University) 

CLIL の教材開発 
⼩島 さつき 
(宮城⼤学) 

 
15-minute interval 
15 分休憩 
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Session 3 
15:05-15:25 

A Communicative 
CLIL Course for 

Engineers 
Eamon Watters 

(Akita University) 

継承語教育における
CLIL の試み 

〜札幌ロシア語学校の
理科の例〜 

サヴィヌィフ・アンナ
（北海道⼤学⼤学院） 

Session 4 
15:30-15:50 

Discussing Climate 
Change in a CLIL 

Approach to Engage 
Technology Students in 

English 
Curtis Revis 

(National Institute of 
Technology) 

思考ツールを活⽤した
CLIL 指導を通し、グ
ローバル社会に⽣きて
はたらく⼒を育成する
ーESD の視点から― 

宇⽥ ⻯⼦ 
滋賀⼤学教育学部附属

中学校 
15-minute interval 
15 分休憩 
 

  

 
 

16:05 – 16:50 
Keynote 2   
基調講演 2(JPN) 
Zoom 1 
Chair / Host: 
Barry Kavanagh (Tohoku University) 

110 年前の⽇本の CLIL 実践から学ぶ 
―明治時代の⼩学校英語教科書の分析より― 

⼆五義博教授 
（海上保安⼤学校） 

 
 
Closing ceremony (閉会式)  16:50-17:00 (ZOOM 1) 
Barry Kavanagh (Tohoku University) 

Information for presenters (発表者のための情報) 

*Presenters need to be able to use ZOOM and cannot use any videos or heavy-loaded resources.  

ZOOM による発表が各⾃で出来ること。動画など容量が⼤きい資料は不可。 

The Third J-CLIL TOHOKU Chapter Conference organizing committee 
第 3 回 J-CLIL 東北⽀部⼤会実⾏委員会 
Barry Kavanagh 東北⼤学・J-CLIL 東北⽀部⻑ 
⼩島さつき 宮城⼤学 
Todd Enslen 東北⼤学 
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KEYNOTE SPEAKERS 
 
Keynote 1  基調講演１ 
ZOOM 1（JPN） 
13:10 – 13:55 
 

CLIL 英語教員へのいざない：異業種経験を活かしたグローバル技術者育成のための
CLIL 活⽤型英語指導 

      植村 隆 
（⼭⼝⼤学） 

 
グローバル化の進展に伴い、⼈材流動化は加速度的に進んでいる。こうした社会背景

の中、キャリア構築や仕事のやりがいを⺠間企業から語学教育の現場に⾒出し、世界を
担う学⽣達に英語コミュニケーション能⼒の育成・啓発を⾏う事を⽬標に異業種からの
転⾝を果たす教員も少なくない。本講演では、講演者⾃らの異業種での国際業務経験が、
グローバルに活躍できる技術者を社会に送り出したいと願う⼯学系⼤学・⼤学院での英
語教育において、どのように CLIL 指導法を通じ具現化され得るのか、４つの C に沿っ
て授業設計してきた過程と実務経験を応⽤したアクティビティの事例を紹介したい。ま
た、学部⽣を指導しつつ、認知⾯・探究⼼の観点からも、より学習意欲が⾼いと考えら
れる⼯学系⼤学院⽣に対する新時代のニーズに適った英語指導法導⼊も急務である。学
部課程における⼯学系学⽣への教育⼿法を内容・⾔語・認知・⽂化⾯から発展的に捉え、
製造現場や企業間取引における国際的な企業幹部候補としてのコミュニケーション習得
を⽬指した、実学的授業設計の試みを進めてきた。こうした試みの中で実践してきたク
ラスルームアクティビティの紹介も⾏いたい。CLIL 指導法が持つ柔軟性を活かし、異
なる社会経験がどのように英語教育現場に活かされ得るか、その⼀例として本講演が寄
与することを願っている。 
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Keynote 2  基調講演 2 
ZOOM 1（JPN） 
16:05 – 16:50 
 

110 年前の⽇本の CLIL実践から学ぶ 
―明治時代の⼩学校英語教科書の分析より― 

⼆五 義博 
（海上保安⼤学校） 

 
未来の⼩学校英語教育のあるべき姿を考える際に、⽇本⼈は海外の先進的とされる実

践例にばかり注⽬しがちであり、⽇本の過去から学ぶ態度を⽋いているように思える。
CLIL についても例外ではない。110 年前の明治時代にはすでに⼩学校英語教育が⾏われ
ており、CLIL の研究をする際にも海外ばかりではなく、⽇本の過去にあった古き良き
⼿本に⽬を向ける必要があるのではなかろうか。本研究は、明治時代の⼩学校⽤国定英
語教科書の分析を通して、「内容」と「⾔語」の２つの軸から、どのような他教科の内
容が取り⼊れられ、どのような⾔語の習得が⽬指されていたのかを考察する。分析対象
となる教科書は、⽂部省著 The Mombusho English Readers for Elementary Schools『⼩学校
⽤⽂部省英語読本』全３巻（明治 41〜43 年）である。これら英語読本の中から、CLIL
的な要素のある、算数（⾜し算、引き算、掛け算、割り算）、理科（昆⾍や動植物の特
徴、天体）、社会科（国旗、⽇本や世界の地理）、図画（⾊の配合）や体育（スポーツ
の説明）の内容に関わる課に焦点を当てる。例えば、第 3巻 26 課 The Map of Japan で
は、⽇本地図が視覚的に英語名付きで⽰され、⽇本の領域、⾯積、気候、⼭や川、主要
都市の特徴などの内容を学びながら、それに関連する⾔語を習得することが⽬指されて
いる。本発表では、皆様を 110 年前の⽇本の過去へとご案内しながら、2020 年から本格
的に実施されている⼩学校英語教育が過去からも参考にすべき点があることを明らかに
したい。 
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PARALLEL SESSIONS 
 

Session 1 
ZOOM 1（ENG） 
14:05 – 14:25 
 
How does CLIL differ from other forms of Content-Based Instruction and how can it be implemented at 

a Japanese university? 
Barry Kavanagh 

(Tohoku University) 
 

There are many methodologies that claim to teach content in a foreign language and how they differ depends 
on how much weight is given to the teaching of content and the teaching of the foreign language. Some 
approaches give equal measure to both, whilst others are more heavily based on the teaching of the foreign 
language or the content. Many teachers find distinguishing between the various models of combined content 
and language teaching confusing. Such blurred distinctions can lead to teachers and policy makers 
implementing ineffectual programs that are the result of a clear lack of understanding of the purpose of the 
approach they wish to adopt.  
CLIL is a holistic approach to bilingual education that combines both content and language teaching and it can 
be executed within one course that covers both content and language learning outcomes. However, CLIL can 
only be successful if certain conditions are met. These include the ability of instructors, a community of 
support and where applicable, teacher collaboration. This talk aims to clarify what is meant by the dual-
focused approach of teaching both content and language through a discussion of EMI, CLIL and CBI. The 
focus will then turn to how a CLIL or content-based instruction program can be implemented at a Japanese 
university.  
 
 
ZOOM 2 (JPN) 
14:05 – 14:25 
 

CLIL ⽇本語教科書における⽂学教材の役割と有⽤性 
⼭出裕⼦ 

（⽇本⼤学⼤学院） 
 

本発表は、「⽂学教材を⽤いた⽇本語教育の有⽤性」を明らかにするための実践研究を⾏うにあ
たり作成した、「⽂学教材を⽤いた CLIL ⽇本語教科書」の作成過程とその際に明らかになった⽂学
教材の役割と有⽤性を⽰すものである。コミュニカティブな⾔語教育において⽂学教材が有⽤であ
ることは、CEFR（欧州共通⾔語参照枠）などですでに論じられているが、⽇本語教育ではもちろん、
英語教育においても、⽂学教材が有⽤であることを明確に⽰すための実践研究やその分析が⼗分に
なされているとはいえない状況である。また、コミュニカティブアプローチを⽤いた⽇本語教育は、
近年広く⾏われているが、CLIL を⽤いた⽇本語教育の例はまだあまり多くは⾒られていない。こう
した現状を鑑み、本発表の筆者は、「⽂学教材を⽤いた CLIL ⽇本語教育」の実践研究を⾏った。そ
の際、実践調査で⽤いるための適当な教材が⾒当たらなかったことから、第⼀に、「⽂学教材を⽤
いた CLIL ⽇本語教科書」（パイロット版）を作成し、第⼆にそれを⽤いた実践調査を⾏い、第三に
その結果を質的研究の⼿法で分析し、その有⽤性を⽰した。本発表では、この⼀連の研究の中でも、
特に「⽂学教材を⽤いた CLIL ⽇本語教科書」の作成過程について紹介した上で、CLIL における⽂
学教材の役割と有⽤性について明らかにする。 
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Session 2 
ZOOM 1（ENG） 
14:30-14:50 

 
Introducing 21st Century skills through Game-Based Learning 

Douglas Gloag 
(Yamagata University) 

 
The P21 organization identified four major skills necessary for students to acquire: Collaboration, 
Communication, Critical Thinking and Creativity (4 Cs). In 2005, the OECD identified three ‘Competency 
Categories: Using tools interactively, interacting in heterogeneous groups and acting autonomously’ and 
continually rates member countries through the PISA (Programme for International Student Assessment) in 
which Japan achieves high achievement scores. In 2016, MEXT introduced a statement regarding teacher 
improvement saying, “Teachers must acquire skills needed to respond to new learning styles including 
developing students’ ability to think, make decisions and express ideas to help foster students with a ‘zest for 
life’ to survive in the 21st Century.” This presentation will show how all four of these skills can be combined 
together with Content Language Integrated Learning (CLIL) to achieve a more natural environment for 
students to learn English and practice their production skills further. 1st year university students used board 
games as a teaching resource to learn, understand and then explain their game to others. A close look at what 
type of game should be chosen and the types of activity students can do will be described as well as the 
difference in group vs. pair work. This report will show how all of the 4 Cs as outlined by P21 were covered 
and how this can be transferred online. Limitations and revisions and improvements to this study will also be 
addressed but it will be shown that this method can be an alternative, effective method to introduce 21st 
Century Learning Skills into our classrooms. 

 
 
ZOOM 2 (JPN) 
14:30-14:50 
 

CLIL の教材開発 
⼩島さつき 

（宮城⼤学） 
 

CLIL を取り⼊れた授業を実践するためには、CLIL の教材開発は不可⽋である。なぜなら、市販
ですぐに⼿に⼊り、かつ実際に⾏いたい CLIL 型の授業内容を的確にカバーした適切な教材が、世界
中にまだ豊富にはないためだ。このことは、⽇本国内もしかりである。この状況は、ゆっくりでは
あるが改善しつつある。しかし、それでもなお、CLIL の教材開発は、CLIL 教員にとって、⽋かせ
ないことなのである。CLIL を取り⼊れた授業を実践したいと考える教員は、テキストがないため、
授業に則した教材を、⾃⾝で膨⼤な時間をかけて開発していく必要がある。まず、CLIL 教材を開発
するには、授業内容に則したオーセンティックな題材・素材を選び、授業内容に則したターゲット
となる内容を理解し、さらに分析・選択し、そこから、タスクを作成していくという 3 つの段階が
必要となる。また、CLIL 教材は、実際、学習者にとって、英⽂が簡潔で読みやすいと同時に、取り
上げた内容が魅⼒的で、かつ⼗分にその内容を含んでいなければならない。さらに、CLIL の 4 つの
C(Cognition, Content, Communication, Community)を意図的に、かつ有機的に組み合わせる必要がある。
語彙や内容が難しい場合には、学習者の理解を助ける scaffolding も CLIL 教材にとって⼤事な要素の
⼀つである。本発表は、このような CLIL の教材開発のポイントについて、2021 年 3 ⽉に出版予定
である「CLIL SDGs持続可能な開発⽬標」を紹介しながら進める。 
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Session 3 
ZOOM 1（ENG） 
15:05-15:25 

A Communicative CLIL Course for Engineers 
Eamon Watters 

(Akita University) 
 
English Medium Instruction has been growing in Japan over the last decade, largely due to MEXT pushing for 
Japanese universities to become "more global”: delivering graduates who can function in an English-speaking 
environment, and additionally making those universities more attractive to international students. A lot of 
focus has been on large universities, but many smaller universities have begun adopting EMI to some extent to 
satisfy MEXT requirements. EMI classes in such universities will naturally be of a different character to those 
in top-flight institutions. Students will not have as good an ability in English, may have less self-confidence, 
and will find learning about and communicating about the studied subject very challenging. To address these 
issues, and provide students with an easy first step towards EMI classes, an EMI course with a communicative 
focus was designed. Communication was chosen as a core principle not only because of it's need in EMI, but 
also as it is still neglected in lower-level institutions, despite its key role in active, engaged learning. 
The "4Cs" of CLIL: communication, content, cognition, and culture, were integral to this course. Scientific 
content and communication were introduced at a low level to get a broad student engagement from the start of 
the course. These were increased in steps to provide more challenging content that did not engage the students' 
affective filters. Scientific cognition was the bedrock of the course, and reflected in all topics and activities. 
Thus a course with a strong scientific culture was delivered.  
 
ZOOM 2 (JPN) 
15:05-15:25 
 

継承語教育における CLIL の試み 〜札幌ロシア語学校の理科の例〜 
サヴィヌィフ・アンナ 
（北海道⼤学⼤学院） 

 
札幌ロシア語学校はバイリンガルの⼦どもにロシア語⺟語・継承語教育を⾏うため、2001 年に設
⽴された学校である。授業は⼟曜⽇に⾏って、クラスや⽣徒の選択によって、ロシア語、読書・⽂
学、歴史、絵画、踊り、理科の授業に参加できる。継承語教育を⾏う際、⼤きな壁となっている
「不完全な習得」（Montrul, 2012）は、⽂法や⽂書の仕組みに特に⼤きく影響する（Valdes, 2001、
Polinsky, 2018）。継承語を使うのは⽇常場⾯が多いため、学習⾔語習得が⼤きな問題になる(Valdes, 
2001)。継承語を教える際、⾔葉の意味と形のつながりを重要視した、フォカス・オン・フォームや、
意味のあるコミュニケーション活動が勧められている（Beaudrie et al, 2014)。CLIL がそれに合う学
習⽅法として考えられる。学習⾔語習得のため、札幌ロシア語学校では 2018 年から CLIL の要素を
取り⼊れた「理科」の授業がはじまった。対象者は⼩学⽣（6 歳〜10 歳）である。最初の⼀年は⽣
物学、化学、物理学的な「実験」を基にして、必要な⽤語、⽂法、⽂書の仕組みを練習しながら、
予想から結果分析まで⾏い、⾔語や内容だけでなく、認知能⼒を⾼める⼯夫もされていた。2019 年
から、ロシアで作られた理科の無料学習メディアを使い、「⽂書⼒」を⾼めることも⽬標にしてい
る。本発表では、実際の教材を紹介して、継承語教育における CLIL の活⽤について考察する。 
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Session 4 
ZOOM 1（ENG） 
15:30-15:50 

 
Discussing Climate Change in a CLIL Approach to Engage Technology Students in English 

Curtis Revis  
(National Institute of Technology) 

 
This is a proposal to employ a CLIL approach to English language teaching with the topic of discussing 
Climate Change, in an effort to improve student engagement. Enabling students to engage in discussions of 
climate change will provide students a sense of relevance for the English being learned. The CLIL approach 
emphasizes that the learning be directed towards a final goal: in this case, the statement of informed opinion 
supported by reasons and examples. A further benefit of this approach is to engage students in authentic 
English as much as possible. When students are given English which they view as having relevance to either 
their personal or professional lives, they are more likely to see that English as more authentic. The more 
authentic the English is perceived; the more likely students will feel engaged with the language and classroom 
tasks. The focus in this type of classroom is less on grammar and vocabulary, and more on enabling students to 
feel success at engaging with a foreign language they view as relevant to their lives outside school.  

 
ZOOM 2 (JPN) 
15:30-15:50 

 
思考ツールを活⽤した CLIL 指導を通し、 

グローバル社会に⽣きてはたらく⼒を育成する 
~ESD の視点から~ 

宇⽥ ⻯⼦ 
（滋賀⼤学教育学部附属中学校） 

 
本報告の⽬的は、CLIL 指導がグローバル社会に⽣きてはたらく⼒を育成するかを検証することで

ある。この⽬的を達成するためのリサーチクエスチョンは、本校中学 2 年⽣ 106 名を対象にした英
語科の授業において（調査対象は N=60）、検定教科書「New Crown 2」（三省堂）Lesson 3「The 
Ogasawara Islands」を題材とした CLIL 実践が、本校教員で定義したグローバル社会に⽣きてはたら
く⼒*のうち 9項⽬を育成するか、である。実践を進めるにあたっては、CLIL の理論に基づいて 4C
の各 C を 2 つに分けて有機的に統合することで深い学びを促進する教材を開発した。その結果、本
実践が、グローバル社会に⽣きてはたらく⼒*のうち、「幅広く教養を⾝につけようとする態度」、
「粘り強く取り組む態度」、「⾃分事として物事をとらえる」、「情報を収集・整理する⼒」、
「地球規模で物事を⾒る」、「論理的に発信する⼒」、「協調・協働する⼒」「課題を発⾒する⼒」
の 8項⽬の育成に寄与したことが、質問紙法（4件法、記述法）から明らかになった。実践発表にお
いては、その詳細を報告したいと考えている。 
*グローバル社会に⽣きてはたらく⼒ 
2020 年 4⽉に本校教員で定義したグローバル社会に⽣きてはたらく⼒の全 15項⽬。灰⾊部が本研究
で育成できたかを検証した項⽬である。 
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