
文責：石原優(2022.2.6-3.31 担任)  
  

Preyboeng 小学校 3A 英語クラス引き継ぎ書  
  

はじめに 

 
初めましてチアフルスマイル英語教育インターンとして 2022 年 2 月 6 日から同年 3 月 31 日までの約２か月
間、Preyboeng 小学校３A 英語クラスの担任を務めました石原です。３A クラスの子供たちが今後もより良く
学べるよう、また次回３A クラスを担当される後任の方の役に少しでも立てばと思い、本書を作成いたしまし
た。加えて本書の末尾には他クラスや他インターン生の活動、学校の様子を 2 か月見てきて、私なりに感じた
教育のあり方について記しましたので参考にしていただければと思量しております。  
  
クラスについて 

 
私はもともと 3 年生全体のクラスを持っていました。しかし、ありがたいことに参加生徒の数がどんどん増えて
いき 50 人を超すようになってしまいました。あまりにも数が多く授業にも支障が出てしまうために、無作為抽
出で約半数に分け３A と３B に分けました。それが現在の３A クラスです。つまり私が言いたいのはクラスの変
遷などでは決してなく、授業に参加する生徒は勉強に対して積極的ということです。英語の出来不出来、集中力
の持続など大きく個人差がありますが、参加生徒の根底に英語を学ぶ強い意欲があることを肝に銘じるようお願
いいたします。事実、プリントを渡すと休み時間だよと言っても、多くの子がそれを終わらすまで遊びに出てい
きません。また、難しめのプリントの時は、皆で集まって話し合う様子を何度も目にしてきました。 
  
また２月末頃からカンボジアの教育省より授業は 20 人以下で行うようにと指示が出ました。そこで 40 名余り 
(3A３B に分けた後も参加生徒は増えました)いた３A クラスをさらに a グループ・b グループに分け、月水曜日
は a、火金曜日は b グループの授業と分けるようにしました。しかし子供たちにうまく伝わってなかったよう
で、ほとんどの子が毎日授業に参加し、教育省に見つからないかヒヤヒヤしています。（それだけ子供たちも授
業を楽しみにしてくれているということでしょうけど）ですので３A クラスは基本 30 人前後と理解していただ
ければ大丈夫です。  
クラスには体格の大きさや英語力の高さなどから、明らかに 5 年生６年生だろうという子も何人か紛れていま
す。しかしその子たちはもともと、他インターン生が行っていた自クラスの授業に参加しており、インターン生
が帰り英語授業が一時中断となったために、私のクラスに参加するようになった子です。本来他クラスへの移動
について風紀を守るよう、厳しくしなければなりませんが、事情も事情だったので私は迎えてしまいました。4 
月 5 月と新たな英語授業が始まり、そういった子たちが３A に参加するのか自クラスの 5 年、6 年対象の授業に
参加するのか正直分かりません。ですがもし３A に居るようでしたら「Suguru 先生の授業はもう終わった。こ
こは 3 年生の教室です。自分のクラスに戻りなさい。」と注意していただくようお願いいたします。  
 
既習事項  
*3A クラスでは一切教科書の内容に入っていません。レベルがまだ高すぎると判断し、教科書に入るための準備

をしてきました。10人程突出した英語力の生徒がおりますが、クラス全体で教科書に入るのは難しいのではと

いうのが 2か月を終えた正直な感想です。とはいえ、私もただの大学生で教育の場は素人ですので、松田先生 
とよく相談したうえで教科書の内容を扱うかどうか決めていただきますようお願いいたします。  



  

①歌、ダンス  
・アルファベットソング全員完璧です。声に出して歌うことができます。毎授業の冒頭に行っていました。途中
からアクセントを加えるために、Clap という紙を何個かのアルファベットの上に貼り、歌の途中でそのアルフ
ァベットが来たら一緒に手を叩くという簡単なゲームのようなこともしました。アルファベットを見ないで口に
する練習にもなりました。  
The ABC Song - YouTube  
 
・逆アルファベットソング  
ZYXWV…とアルファベットソングを逆から歌うものです。最後２回の授業でしか扱っていないので定着はあま
りしていません。しかし生徒はすぐに仕組みを理解し、アルファベット表を見ながらであれば淀みなく歌うこと
ができます  
Learn the Alphabet Backwards - Easy ZYX Sing-along Song - USA Version - YouTube  
 
・Head, shoulders, knees and toes  
子供たちを前に集めて実施していました。最初は動きについてくるだけで必死でしたが、慣れてきて歌詞を口に
しながら踊るようにまでなりました。歌中にふざけている男の子がちらほらいるので、その子をじーっと見てい
ると気が付いて真面目に取り組みます。なるべく全員と目を合わし、アイコンタクトを取るように心がけていま
した。歌う前に歌詞に出てくるパーツを復習してから取り組んでいました。  
♬Head, Shoulders, Knees, And Toes | あたま かた ひざ ポン | 赤ちゃんが喜ぶ人気の英語童謡 | 子供の歌 | アニ
メ | 動画 | BabyBus - YouTube  
↑の動画はスピードがどんどん速くなって、生徒が飽きずに取り組むのでおすすめです。  
 
・BINGO  
残念ながら余り評判がよくありませんでした。恐らく仕組みがよく伝わっていなかったのだと思います。ですが
後半では歌の構成や動作が似たものを取り入れ、子供たちも理解して楽しんでいましたので、再度 BINGO を説
明してやってみれば、上手くいくのではないかと思っています。  
BINGO | Super Simple Songs - YouTube  
 
・Make a circle  
Head Shoulders と同時期にやっており、こちらも大変人気でした。ただ教室でやるとなるとスペースが足りな 
いので、2 グループに分けて行っていました。グループは単純に教室の真ん中で校庭側と池側で分けていまし 
た。Head Shoulders より回数が少なかったせいか、踊りながら歌える子はあまり多くありませんでした。Make  
a circle の部分が何言ってるのか分からないのだと思います。最後の Sit Down は一番盛り上がります。コロナを
気にしている子も一定数いるので、手をつないだあとは消毒を忘れずに。  
Make A Circle | Preschool Song | Super Simple Songs - YouTube  
 
・If you are happy, clap your hands  
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最後の方２回しかやっていませんが、とても楽しんでくれました。Head shoulders 同様に歌の前に出てくる単語
を復習してから、行っていました。また歌うだけでなく教室を歩きながら、「Clap!」「Sleep!」「Angry!」など出
てくる単語を一人一人に言って、その動作ができるかという確認もしていました。  
If You're Happy | Super Simple Songs - YouTube  
 
・Open Shut  
最後の授業で一度行いました。If you are clap your hands と似ています。子供たちもすぐに理解して楽しんでい
ました。最後に紹介した２つの歌はまだ新しく生徒にとって新鮮味もあります。登場する単語を体で覚えて欲 
しいので、ぜひ積極的に行っていただきたいと思います。先に挙げた Head shoulders や Make a circle も時間が
たち抜けていると思うので適宜行うのが良いかと思います。  
Open Shut Them | featuring Noodle & Pals | Super Simple Songs - YouTube  
  
大人数の小学生が英語を学びながらかつ楽しく取り組める曲を探すのは大変なことです。私はネットで検索しな
がら授業で使えそうな歌を探していました。振付やダンスは画面を見れば簡単ですが、数十人のクラスでは不可
能です。ゆえに画面を投影できるスクリーンなどがあればスムーズに進めることができるのではないでしょう
か。また私は主に Super Simple Songs - Kids Songs - YouTube こちらのチャンネルから歌をもってきました。ぜ
ひ参考ください。  
  
②単語  
 ・色  
Red, Blue, Yellow, Green, Pink, Purple, Orange, White, Black の９色を学習しました。スペルまで完璧に書ける
のはごく少数、口にするだけなら５割程度の子が言える状態です。残りの 5 割は色によっては言えるといった感
じです。全くわからないという子は現時点でおりません。ぜひ復習して新たな色も教えてあげてください。  
・数字  
０～２０までを学習しました。口に出す練習 7 割、書く練習 3 割を塩梅に指導してきました。スペルまでは書け
なくとも数字を見てそれを言える子はかなり多いです。１～１０はほとんど完璧ですが、やはり０と１１以 
降はレベルがあがります。また見てて気づいたのは例えば「８」を出すと、指で one, two, three, four..と数えて 
「eight!」と言う子が何人かいます。One からリズムで覚えているのでしょう。そうした子たちには、数字と音
を連動させてすぐに口から出るように順番はランダムに数字をだして鍛えました。  
しつこく数字を勉強し全員が慣れたら今度は＋、－、＝を使って数字同士の足し算、引き算を行いました。て 
きとうに生徒を選びチョークを渡す。そして私が three plus five equal ?と話すわけです。生徒には 3+5=と書き
とらせて最後に答えまで書いてもらいます。完成した等式をクラス全員で読んで一回としていました。英語が得
意な子には二桁の計算や項が３つ以上の問題を出しました。しかし計算は子供たちもあまり好きじゃないようだ
ったので、やりすぎないのが肝心です。多くてもプリント 1 枚が限界です。本当は 100 まで教えたかったので
すが、時間が足りなかったので復習しつつ２０以降の指導をよろしくお願いします。  
  
・スポーツ  
Football, Baseball, Basketball, Volleyball, Tennis, Table tennis, Swimming, Cycling, Fishing, Bowling,  
Badminton, Ski の 12 種のスポーツを学びました。動きを見せながら紹介しましたが、あまり浸透していないの
かよくわかっていないようでした。ボウリングのボールとピンの写真も理解していませんでした。滞在中に 
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Football とカンボジア人が話しているのを聞いた気がしたので Soccer ではなく Football と教えましたが、全然
伝わっていませんでした。サッカーの方が短いので上書きしてよいかと思います。スポーツは最初の理解も乏し
く他のジャンルを優先したため、皆無と言ってよいでしょう。しかし市内でバスケットボールやバドミントン、
サッカーをしている青年をよく目にするので指導すべきだと考えます。  
・動物  
Chicken, Elephant, Dog, Cat, Snake, Horse, Chick, Cow, Lion, Whale, Monkey, Sheep, Pig の計 13 種の動物を学
びました。また単語を紹介するときに鳴き声も一緒に流して音と目で覚えるようにしました。２回目以降は音だ
けを流して、何の動物か当てるクイズをしたり、私が「Lion」など動物名を言って生徒に鳴きまねをしてもらう
というアクティビティも取り入れました。おかげで授業中たまにサルや豚の鳴き声が聞こえるようになってしま
いました。その際はしっかり注意しましょう。色や数字ほどでもないですが動物もかなり全体的にレベルは高ま
ったと感じています。新しい動物を教えてあげてください。  
GUESS THE ANIMAL SOUND GAME PART 1│EASY ANIMAL SOUNDS QUIZ - YouTube GUESS 
THE ANIMAL SOUND GAME PART 2│EASY ANIMAL SOUNDS QUIZ - YouTube 私は以上二つの
動画を使って鳴き声を流していました。  
  
・A～Z 関連単語 
まずはアルファベットＡ～Ｚの発音と書き方を教えるところからこの授業は始まりました。一授業で２，３個
のアルファベットを扱ってきましたが、その頭文字から始まる英単語を２つ同時に紹介していました。Ａを習
ったら Apple と Airplane、H のときは Hand と Hat といった感じです。印刷時にまとめたファイルを下段に貼
りますのでご確認ください。何回か授業をする毎に単語を復習し、最後には皆イラストと音が連動したなと感
じたのでカルタをしました。とても盛り上がっており、私が言うのと同時にカードを取っていましたから相当
定着しているのだと思います。  
  
他にも種々の単語を扱ったとは思いますが、これらが文字に起こせる限界でした。パソコンにデータが残ってい
るものに限りますが、私が作成した教材をファイルにて添付しますのでぜひ一度目を通してみてください。  
  
授業のタイムテーブル 

松田さんから説明があるかと思いますが授業は、前後半４５分 休憩１５分が基本になっています。以下私の授
業の流れです。どうぞ参考にしてください。  
前半：ABC ソング(1m)→単語や歌×２(20m)→関連プリントとワークシート(25m) 休憩(15m)  
後半：歌(2m)→前半の復習(5m)→過去の復習(5m)→単語や歌×１(10m)→関連プリ(20m)  
タイムテーブルはあくまで参考です。終わりの時間さえ守れば、45 分と 15 分をきっちり守る必要はありませ
ん。生徒の取り組み状況を見て柔軟に変更してください。私も前半を 65 分やった日があります。ただそうする
ときに注意しなければいけないのは、他クラスは休憩に入るということです。逆を言うと自クラスが休憩してい
るとき、他クラスは既に後半の授業を始めているということです。他の子が遊んでいるのを見るとやはり生徒も
遊びたくなってしまいます。互いのクラスで障害とならぬよう、タイムテーブルは極力守るのが吉です。  
  
タイムテーブル上で述べた関連プリントとは、多くが自作の授業内容と結びつけたものであるのに対し、ワー
クシートとは小学生や園児を対象に外部で作られたゲーム感覚のプリントを指しています。例えば ABC と順番
に繋ぐ Dot to Dot であったり、碁盤の目上にランダムに配置されたアルファベットから指定の英単語を探す 
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Word Search です。ネット上で検索すればいくらでも出てきますのでぜひ上手く活用ください。以下は私がよく
使っていた英語教育のプリントをダウンロードできる外部サイトです。  
 
・Bridge to English | 幼児・小学生・中学生英語教室、英語教材プリント・ワークシート無料ダウンロード  
(bt-english.com)  
・アルファベット点つなぎ Dot - to - Dot 無料ダウンロード・印刷｜ちびむすドリル【子供英語教材集】  
(happylilac.net)  
・小学生の英語ドリル【すきるまドリル】 無料学習プリント | すきるまドリル｜幼児・小学生の無料学習プリン
ト (sukiruma.net)  
  
前述したように周りより秀でた英語力の生徒が 10 名ほどおり、プリントを渡すとすぐに終えてしまいます。終
わったまま放置しておくと歩き回り遊びだしてしまうので、追加のプリントをいつも渡していました。プリント
は多めに持っていくと良いです。  
  
実際の授業に際して 

現場で心がけるべきことは「自身に満ち溢れ、常に毅然とした態度でいること」「生徒たちのペースに飲まれな
いこと」の２つです。自身の体験に加え、他クラス、他インターン生の話を見聞きしてもやはりこれが重要な 2 
点です。私たちは例え大学生であろうと、例え未成年だろうと、例え教育の経験がなくとも、教室に入って生徒
を前にしたら一人の教師です。初めての授業だろうが、教師 20 年目だろうがそんなバックボーンは全て捨象さ
れ、生徒にとって唯一の教師という事実だけになります。子供とはとても目が良いです。決して視力の話などで
はなく、不思議なことに人間の内面まで読み取れてしまいます。自身のない教師は見ぬかれ、すぐに舐められま
す。及び腰で喋る教師の話は聞いてくれません。そうして悩む人を多く見てきました。決して「私なんかに出来
るかな」と不安がるのではなく、「自分はこの教室の担任であり責任者、生徒たちよ大船に乗った気でいろ」と
いう気合で授業に臨んでください。  
もう一つ私が伝えたいのは「怒ること」と「叱ること」は全くの別物だということです。子供が大好きな我々に
とって、生徒から嫌われるのは死よりも恐ろしいことです。しかしだからといって、生徒に更生の場を与えない
のはワガママがすぎます。私たちは英語を教える前に教師です。教師とは単に勉強を教える職業ではありませ
ん。生徒の成長を一番近くで見守る存在、生徒にとって鑑となる存在です。勧善懲悪。何が悪いことで何が良い
ことなのかしっかり教えなくてはなりません。お菓子を食べてて全然話を聞かない。勝手にプリントやマグネッ
トを持ち出す。列に横入りする。カバンの中身を勝手に漁る。などなど正直私も頭に来ることは何度もありまし
た。しかし全て子供が遊び心でやったイタズラだと思い許してあげましょう。ただ、だからといって叱らないの
は違います。生徒に怒りをぶつけるのではなく、愛をこめて叱ります。既述したように子供の目はとても良いで
す。叱りつつも私が怒っていないことは伝わっています。当該者だけでなく、周囲も同じく見ています。そうし
て私は、仲良しこよしの友達ではなく、教師と生徒という付かず離れずの良い関係を築けたと自信をもって言え
ます。生徒を叱ることで嫌われるのではなく、かえって叱ることで生徒から好かれることに気が付きました。  
  
終わりに  
この英語クラスは学校の正課外プログラムです。つまり参加も不参加も全くの自由です。家の手伝いの時間、友

達と遊ぶ時間を割いて生徒たちは来てくれます。勉強がしたくて、英語が楽しくて来るのです。つまり我々は生
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徒の時間、そして将来を保護者から、学校から、地域から、カンボジアから託されているのです。そのことを誇

りに持ち、決して忘れないでください。貴台の活躍とカンボジア教育の向上を切に願っております。  

   

https://1drv.ms/u/s!AmYlUB-ZzrW5kk5vusRofJ4WJEgs?e=KIFcZx  
こちら私が授業で使った資料をまとめたものです。どうぞ活用ください。3Aは名簿がなく、生徒の名前を覚える

のに苦労しましたが私が覚えた限りの生徒名と写真を載せますので事前に確認ください。  

  

    
マヌ           ラニー(4or5 年)      リサ(6年?)         ラタナ          ロタナ  

  

  
   チャニ―(弟)         パニー(兄)           テウイ          セラ           ニラ  
  

  
   チャントリア        サウニ           スニー          ピエロー           ニタ  

  

        

        

        

https://1drv.ms/u/s!AmYlUB-ZzrW5kk5vusRofJ4WJEgs?e=KIFcZx


  
      パニー           ミニオ           ヤーヤー(妹)       マイマイ(姉)  

  

  

  

  
     スレイモイ                    スレイニ                  スレイリー  
  

  

  
     スレイヤー(妹)                    スレイポア(姉)  

      

    

    


