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長らく日本の教育は、テストの為の教育となっており、英語教育に関しても多くの

英語が使えない大人を輩出する外国語教育であると批判されてきた。文部科学省

は、2019 年、2020 年と小学校、中学校で知識偏重を是正する方向で学習指導要領を

改定している1。新学習指導要領は、従来の知識と技能だけではなく、思考力や人間

性を重要視することになり、外国語教育においても「書くこと」「話すこと」を含

めた総合力、さらに社会に開かれた外国語教育の実現を目指している。このよう

に、理念は徐々に改善されつつあるように感じられるが、実際の日本人の英語能力

は、2021 年 11 月に発表された約 200 万人の英語試験ビッグデータを活用した英語

能力のベンチマーク「EF EPI 英語能力指数」によると、調査参加 112 カ国中 78 位

と調査開始以降初めて、下位 3 分の 1 のグループに入ってしまっている。ちなみに

今回のコンテスト参加国は、ネパールが 62 位、モンゴルは 83 位となっている。 

出典 EF https://www.ef.com/assetscdn/WIBIwq6RdJvcD9bc8RMd/cefcom-epi-
site/reports/2021/ef-epi-2021-english.pdf 

 

1 文部科学省 初等中等教育局教育課程課「新しい学習指導要領：生きる力 学びのその先

へ」https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/index.htm  

12/20/2021 取得 
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コロナパンデミック後の世界は、ますます人は動かず、英語を介したデジタルでの

交流が増加、加速することが予想されている。優秀な技術や製品、アイデアや知識

は、これをわかりやすい形で共通言語である英語を使い、他の国々の人たちと共有

することが必要になると思われる。翻訳技術の革新は目覚ましいものがあるが、

様々な背景の人たちと協働し共創して行く時には、生身の人間として価値観や文化

的背景の違いを踏まえながら、自分の意見を言い、相手を納得させていく力が必須

だと考えられる。 

#$# %&'( $%&'()*+,-.#

英語で意見を言う技能を鍛える場として、スピーチコンテストが世界中で行われて

おり、日本でも多く実施されている。しかし、その多数は、英語が得意な子どもた

ちが英語の先生に添削してもらった原稿を暗唱するだけになっていることが多く、

コンテスト参加者全員が、英語で意見を言ったり、発表者の意見を聞いたりする学

習の場となっていることは稀である。 

#$) %&*# $%/0123456(789:#

English as Lingafranca （世界の共通語としての英語）の意識が乏しく、英語ネイティ

ブの「正しい英語」を学ぶべきであると考えている人が多い。このため、英語を通

して子ども達を交流させる相手として、英語圏の講師、子どもを選ぶ場合が多い。

これからの日本子供たちにとって、重要な協働者となるアジアの子どもたちと、同

じ英語学習者として、共通トピックに対して共通枠組みを用いて交流させるプログ

ラムは今のところ見当たらない。 

#$+ %&,# $%/0+;<#

英語に限らず、学習には、知識やスキルを習得すると同時に、現実社会でその知識

と技術を適応させていくことが求められている。下の図は、Sandra Ozola が示した

学習タキソノミー2 を Linda Jordan 3が修正し、筆者が日本語をつけてわかりやすく

示したものである。!

 

2Ozola, S. (2014). Views on taxonomy and learning. Education in a changing society, 1, 152-159. 

3Jordan, L., & Jordan, L. L. (2010). Highly Effective Learning and the Rigor-Relevance Model. Schools 
Exceeding Expectations (SEE) Conference. 
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図１ 学習タキソノミー 

Linda Jordan /https://present5.com/ccss-in-the-classroom-how-do-we-know/ をもとに筆者が作成 

 

日本の英語教育は、学校や塾・予備校で左軸の知識の獲得と修得を熱心に行なって

いるが、右軸の適用と適応に関しては、十分とは言えない。右軸は、「英会話」と

称されて英会話学校で行われることが多いが、英語学習においては、この２つの軸

を往還することが必要である。アジア諸国においては、英語が教授言語となってい

る国も多く、この２つが往還するように設計されている国もある。しかし、急激な

就学拡大のため、多くの国で設計通りの授業が実行されているかは疑問視されてい

る。!

#$- %&.# =>=?+$%/0@A+BC#

2021 年、UNESCO4は、パンデミックがアジアの子どもたちに及ぼす影響につい

て、技術へのアクセス無い、あるいは制限されている子どもの就学機会を奪い取っ

ている深刻な状況があると報告している。このような状況は、2030 年 SDG4 の学習

に関する目標を達成することをさらに困難にしていると予測している。UNICEF の

報告5でも、コロナパンデミックの影響を受けて、教育の機会を何らかの形で損失し

た子どもたちの総数は「８億人」に上るとしている。一方で、都市に住む社会経済

階層の上位にある子どもたちは、オンライン学習などを用いて更に革新的な教育を

 

4 UNESCO (2021)Situation analysis on the effects of and responses to COVID-19 on the Education 
Sector in Asia : Regional synthesis report!  https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000379539 
Retrieved 12/9/2021 

5 UNICEF (2021) The future of 800 million children across Asia at risk as their education has been 
severely affected by the COVID-19 pandemic  https://www.unicef.org/rosa/press-releases/future-
800-million-children-across-asia-risk-their-education-has-been-severely Retrieved 12/9/2021 

知識の獲得 

知識の修得 知識の適応 

知識の適用 
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受けており、教育格差の拡大が懸念されている。これは日本を含むアジア諸国で問

題となっていることである。!

 

)$ /0(

本 コンテストの目的は、モンゴル、ネパールと日本の児童・生徒に共通語としての

英語を使用したスピーチの場を提供することが目的である。!

 

+$ 12034(

これにより、先にあげた課題１−４の解決に貢献することができると考える。 

課題１ 全ての子どもたちに英語を使って意見を楽しく交換する場を提供 

課題２ 世界共通言語としての英語を修得する場を提供 

課題３ 共通テキストとトピック使用により修得と適応の往還させる場を提供 

課題４ 不利な教育環境にあるへき地を含むアジアの子どもたちに教育の場を提供!

!

-$ /5(

大目標： 

子どもたちが、世界共通言語としての英語を用い、他国の子どもたちにわかるよう

に自分の意見を発表することができる。 

小目標： 

1. 子どもたちが、他国の子どもたちに自分の意見をよりよく伝えるために、

TAGAKI ®のテキスト の例文に沿って正しい文法を使って発表をすることがで

きる。 

2. 子どもたちが、他国の子どもたちに自分の意見をよりよく伝えるために、

TAGAKI ®のテキスト の例文に沿って分かりやすい発音で発表することができ

る。 

3. 子どもたちが、他国の子どもたちの発表を楽しく聞いて理解することができ

る。 
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" モンゴル   Amarsanaa Munkhbaatar（モンゴルコーディネーター） 

" 東ネパール Jahrana Rai     （ネパール東部コーディネーター） 

" 西ネパール Umesh Joshi     （ネパール地域コーディネーター） 

" 日本    粕谷みゆき     （#$%!!コーディネーター） 

C$ 78DE( (

l &'()*! +,-./!012,,3!4%56786965:!;2,7689!

l <'()*! 0-8%!=%$$63!>26-5!0/1,8?65@!012,,3!:025//!A6@6$5%72%B/!012,,3!!

l CDE*! !!!FG72!H12,,3!!

l IJ! ! !!!!!!!!#$%!6KK%3%67/?!H12,,3H!

.+!L893%H2!M,53?!:!N5//O%5?H!L893%H2:!P,Q/H!L893%H2!012,,3!

0-R-S%!L893%H2!07-?%,!:!AT+!>UV00!:!P,$!;%?H!>3-O:!M63?/8!W/5561/!L893%H2!

012,,3!:!L893%H2!H763S!:!P6$$@!L893%H2!012,,3!

!

!

!

!

!

!

!

!

左の写真は 

モンゴルの教室の

壁に展示された 

コンテストの紹介 
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7. 審査員 
 

" X/$63Y!!     Z-596!=56H6?![67636!!!（L893%H2!7/612/5）!

" .,89,3%6Y!   !!.-8S2H6%S268!!!46@5H6%S268!!\!L893%H2!7/612/5]!!!!

" A6$68Y!     粕谷 みゆき （#$%!イングリッシュスクール本部校 校長）!

" TB/5633!^-?9/_!!!!!!!!松香 洋子  !\#$%!名誉会長!VH%6!WV`V;a!>,87/H7!設立者]!

!

8. 方法 
" コンテスト設立者が著した TAGAKI ®の中から各国共通の理解が得られやすいト

ピックを事務局が選定し、そのトピックの中から発表者がトピックを選択する。 

" 発表者は、国名、名前、学年が明瞭にわかるポスターを作成し、発表前に提示す

る。 

" 各国の子どもたちが理解しやすいように、TAGAKI ®に沿った構文を 70％は必ず

使用してもらう。 

" 発表内容の 30％は地域文脈に沿って各発表者が工夫してアレンジを加えても構わ

ない。 

" 各地のデジタル環境の差が顕著であるため、デジタルコンテンツ（パワーポイン

トなど）を極力使用せず、手書きの絵や写真、実物を使用して発表する。 

" コンテスト審査員は各国より１名選出し、以下の基準で審査を行う。 

B�content           idea, structure, showing or doing something  

?�performance   facial expressions, voice  

?�English           pronunciation grammar  
 

" 参加者及び賞受賞者にはデジタル賞状を授与する。 

!

!

!
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  3 月 事務局開設 

  4 月 参加国コーディネーターと初顔合わせ !

以後月一回の zoom ミーティング!を実施。!

月 b回、毎月 cd日にニュースレターを発行。 

  5 月 TAGAKI ®テキスト各レベルのトピック決定   

   TAGAKI ®テキスト送付を試みるがコロナの影響により断念 

  6 月 TAGAKI ®テキストをアプリで視聴してもらえるように mpi が手配 

  7 月 コンテストに向けた練習  

  8 月 コンテストに参加、指導する先生と顔合わせ コンテスト参加者を募る 

  9 月 !!G月 ce日!第１回 リハーサル 初めて児童・生徒と対面  

10 月 bd月 cf日第２回 リハーサル      !

bd月 cd日、!

西ネパールで地滑り、洪水が発生する。幹線道路が封鎖され、橋が崩れた。インド

との国境にいた西ネパールのコーディネーターは、途中までバイクを使い行けると

ころまで行って、バイクを乗り捨て、３日間徒歩で歩いて参加者のいる村に到着し

た。リハーサルに子どもたちが参加するのは危険と判断された為、リハーサルには

子どもたちの練習をコーディネーターが撮影したものを披露することになった。現

地が混乱する中、安定した電気とネットを求めて３時間歩いた後、ネットにつなが

る場所を確保し、bd月 cf日に予定通りリハーサルを行うことができた。西ネパー

ルのコーディネーターの努力に事務局は、感銘を受けた。!

 

 

 

 
 

 

左の写真はガーディアンより 

https://www.theguardian.com/world/2021/oct/20/man
y-dead-in-flooding-and-landslides-in-northern-india 

 

12/20/2021 取得 
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11 月 bb月 cg日 本番のコンテスト開催!

  午後 c時（日本時間）午後 b時（モンゴル）午前 bd時半（ネパール） !

12 月 事務局が会計書及び報告書作成した後、事務局は解散する。!

!

モンゴルとネパールの発表より：!

!

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

!

!

!

!

モンゴルのダンスチーム 
東ネパールの音楽バンド 

西ネパールの歌と踊り 

モンゴルの発表 
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11. TAGAKI ® のレベル別参加人数 
(

!

(

(

(

(

(

(

参加者の属性については次ページを参照ください。(

(

12. Asia TAGAKI ® Contest 2021 各賞受賞者 
l Best Speaker Award in Mongolia                     Temuulen, D.  （モンゴル） 

l Best Speaker Award in Eastern Nepal.             Susana    （東ネパール） 

l Best Speaker Award in  Western Nepal.           Bijaya        (西ネパール） 

l Best Speaker Award in Japan                            Kazuma             （日本） 

l Best Idea Award                                                Sisam     (東ネパール） 

l Best Acting Award                                             Abisya.                 (西ネパール) 

l Best Humor Award                                           Hanako    (日本) 

 

!

#

 

 

 

 

OPQPRS(Tレベル ( モン

ゴル 
ネパール 日本 合計 

１０ ２ ３ ２ ７ 

２０ ２ ２ ３ ７ 

３０ ４ ２ １ ７ 

４０ ２ ２ ２ ６ 

５０ １ １ ０ ２ 

合計 １１ １０ ８ ２９ 
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#+$ _`( aMicrosoft  Forms bcdefghijkbl(

13.1 参加生徒 （質問紙回収率 ７９.3%) 

男女比はほぼ同率  

小学校 2 年生から高校 2 年生の参加 （６年生が中央値） 

参加動機で一番多かったのは「英語能力の向上」次いで「スピーチに関心あり」 

また、調査に参加した８３％の参加者がコンテストを非常に楽しんだことがわかっ

た。!

参加者がコンテストで学んだことに関しては以下のような結果になった。 

図２ 参加者がコンテストで学んだこと 

参加国より踊りや歌の披露もあったので世界文化が上位に来ると予想したが、英語

のプレゼンスキルが筆頭に来ており、次いで文法、発音となっている。これによ

り、本コンテストの大目標と小目標の１と２が達成できたことを示している。 

 

子どもたちが、今後発表してみたいトピックの希望としては、「自然」が多くあげ

られていた。 

他には「私の村」「ピーコック」「ネパール文化」などがあった。 

 

hijk! Microsoft Forms! lm!
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自由記述で意見を求めたところ 

 I was so happy to be a part of this speech contest. Though I was a 

little sad for not winning any title, I am happy to learn so much and 

I enjoy listening to other speeches. Thank you. 

 

I want to participate again and work harder. I enjoyed it a lot. 

 

 

It was very good and exciting 
と参加したことを喜ぶ意見が多く見られた。 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

左の写真は参加したネパールバジ

ャン地区の子どもたち。 

2021 年 10 月の洪水、地滑りの被

害の中でもコンテストに向けての

練習を怠らなかったことに、事務

局も驚いた。 
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13.2 指導者 （各国のコーディネーター及び教師、関わった学校管理職） 

質問紙に答えてくださった指導者の属性は以下の図の通りである。 

図３ 指導者の性別・年齢・教育経験・英語経験 

 

hijk! Microsoft forms lm!



 2021 報告書  16 

これによると、指導者は女性が多く、年齢構成は様々であり、英語教育に関しては

10 年以上のベテランが多いことがわかる。 

コンテストを指導者として楽しんだかについては以下のような記述があった。 

 

Yes. I enjoyed the contest. It was a good opportunity for my 

student to join an international contest like this. 

 

Of course, I did. We had such an amazing time with the students 

and other fellow participant countries. We got to learn from each 

other so much. This has been a wonderful learning journey. 
 

Yes, I really enjoyed the contest, because it was a great idea to 

bring kids from different corner of the world together. It boosted 

the confident level of our students. Several other props were built 

for the contest itself, so several other students also contributed 

together for a single cause. musicians were used. One single 

contest brought together so many sectors of learning. 

 
 

生徒と違って、指導者は、異文化理解などで学びがあったとしている意見が多かっ

たのは興味深い点である。 

 

次に指導者から見て、参加した子どもたちが楽しんだと思うかと言う質問には以下

のような記述があった。 

Yes, they did coz the way they were ready for the contest I could 

tell how excited and thrilled they were every time. They did 

practices and improvisations constantly and worked on it every 

time. They didn't say no to anything. They accepted the challenge 

and went for it. I believe they did the best they could. 
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Yes, most of the students enjoyed the contest. All the competitors 

were excited and happy to participate in such a great opportunity. 

They had enjoyed preparing their craft and materials and during 

practice time. 
 

Yes. Most Japanese students listened to the presentation by other 

Asian students in English for the first time. This contest gave them 

many benefits: They had a great experience to feel other cultures 

and they realized that English can actually be used as a tool for 

communication. 
 

子どもたちが、コンテストまでの準備期間も楽しんだ様子が伺える。また、日本の

生徒は、他国の参加者の発表を初めて視聴し刺激を受けた様子が寄せられた。 

 

指導者から見て、生徒がどのようなスキルを向上させたかを問う質問には、以下の

ような記述が見られた。 

I could see many of them improved their skills a lot! They 

understood what's important for communication and how to appeal 

to the audience, such as speaking slowly and clearly, using facial 

and vocal expressions, etc. 

 

Yes. This contest motivated students to listen to others better and 

to say what they want to say more accurately. 

 

Yes, the students had learnt many skills. They understood that how 

to express their inner feelings, emotions, physical expression/body 

language, gesture etc. 

 
プレゼンテーションスキルに加えて、聞こうとする姿勢が見られたのは嬉しい結果

である。これにより、小目標３が達成されたことが示されたと言える。 
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また、指導者としてこのコンテストに参加した意義については以下のような記述が

あった。 

I believe the most significant part was instilling the belief that they 

are capable of anything and encouraging them to take risks and 

challenges only to overcome them eventually. 

 

The most significant opportunities that we got from this project 

are. 1. Way of sharing ideas and cultural differences. 2. 

Improvement in language skills like listening, speaking reading, and 

writing. 3. Understood regional dialects, body language, facial 

expression, and physical gestures. 

 
参加意義に、子どもたちが挑戦すること、そして地域差を認知することによる英語

力の向上が挙げられた。 

 

指導者から見た参加した子どもたちの変化に関しては以下のような記述があった。 

English pronunciation , avoid grammatical mistakes and hesitation 

while using their English as a second language. 

 

The listening attitude has been changed. According to my student, 

he became more careful to listen to what other participants spoke 

about. 

 

Compared with the domestic contest, my student tried to speak 

slowly and clearly so that other people could understand her 

speech. 

 
子どもたちが、他の人に理解してもらえるようにゆっくりとはっきりと話すように

変化し、発音や聞く態度にも変化があったことがわかる。ここでも聞く態度が挙げ

られており、小目標２・３が達成されたことがわかる。 
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指導者として、最も困難だと思ったことに関する記述には以下のようなものが見ら

れた。 

Internet and transportation problems. 

 

 

Internet problem was the biggest . 

 

 

The Covid situation had us very worried about what if we couldn't 

manage to get our students in school and participate in the 

contest. But finally, our school resumed we started practicing even 

in the holidays our teachers and students were giving their times 

for the contest which I think has been paid off beautifully with their 

brilliant performances. 

 
インターネットに関するインフラとコロナの影響が大きな課題であり、挑戦であっ

たことがわかる。 

 

指導者から見た生徒が困難だと感じる点についての記述は以下のようであった。 

In Nepal, we have a public holiday on Saturdays, but our team 

worked very hard giving up their free time for the practice and 

rehearsals. They made the props and tools used in the contest by 

themselves with the help of their teachers. Their perseverance to 

keep learning was noteworthy. Also, the unpredictability of the 

situation was daunting, but all went well in the end. 

 

Facing the camera/crowd. 
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国特有の休みや忙しさ、またカメラ慣れなどが難しかったようであった。 

 

今後のコンテストに対する意見としては以下のようなものがあった。 

If the students could have a chat or questions and answers time 

with each other after the contest, it would be great! 

 

I think such type of contests should give high priority to the age 

group and the level of the students while selecting as the best 

speaker among many. 

 
生徒同士の交流や、年齢、能力別の賞選定についての意見があった。生徒同士の交

流については、どのような方法でできるのかデジタル環境も含めて考えたい。賞に

関しては、どのような基準が良いのか、もっと深い議論が必要であると考えられ

る。 

ほとんどの意見は以下のように来年度も行なって欲しいと言うものであった。 

We are grateful to be part of this innovative speech competition. 

Our teachers are keen on participating in the contest next year as 

well if we are given the opportunity again. 

 

One little bad point was that we could not catch the voices of 

Mongolian students because of a bad connection. I enjoyed the 

music and dancing of Apparel and Mongolian students very much. 

I'd also like Japanese students to do something next time. 

 

We and also our students need this kind of opportunity time and 

again in the coming days. 

 
また、以下のような教師の研修を期待する声もあった。 
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Is this an annual contest? what other countries will be added to 

this? This contest was really very useful for the students to learn 

about other countries culture. this contest really uplifted the 

confidence level of our students and taught our students to use 

their creativity in everything. Even speech. I hope tagaki will 

continue such programs and help our students grow. I would also 

appreciate if there could be some programs where teachers at all 

schools share their countries methods in teaching so as to let 

teachers of other part could use various methods of teaching 

learning.! 

 

 

!
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What are the challenges? 

目標はほぼ達成できたと言える結果となったことは喜ばしいことである。 

しかし、ネパールとモンゴルのインフラの整備支援が大きな課題であることがわかった。 

また、ネパールとモンゴルの教師に TAGAKI の構文使用の徹底を指導するのは簡単ではな

かった。ネパールとモンゴルの教師たちは、自由に英作文を作らせることを希望しており、

構文で括られることに抵抗があったのである。このあたりは正解がないと不安になりがちな

日本と違って、正解よりも意見の主張に主眼を置きたい海外側の価値観の差が顕著に現れた

と言える。結局事務局側が、同じ構文を使用することで生徒同士の理解がしやすくなる利点

を説き、納得してもらうことで、ネパール側の指導者には、構文使用を徹底することができ

た。しかし、モンゴルでは、指導者は構文使用を理解しているものの、生徒たちが、結局構

文使用をして発表をすることはできなかった。 

他国との交流に関し、せっかく同じ構文を利用して発表していたのだが、生徒同士の交流の

時間を設けることができなかった。今後は、生徒同士の相互作用をどのように起こしていく

かも課題である。 

 

What’s NEXT? 

l アジアの子どもたちが、日本と同じトピックを、アジア共通枠組みを用いて指導する

授業設計開発 

 

l アジアの講師が、日本と同じトピックを、アジア共通の枠組み用いて指導する講師研

修開発 

 

l アジアの子どもたちが、同じ英語学習者として交流するデジタルプラットフォームの

利用法開発 

が必要であると考えられる。 

これにより、 

世界共通言語としての英語学習の適用、適応、そして英語学習者同士の交流の場を 

英語を使用する機会が乏しい日本の子どもたち と 

質の良い英語教育の機会に恵まれないアジアの子どもたち に 

提供していくことが可能になるのではないかと考えられる。 

事務局 Dinesh Joshi ・田畑智子 文責 田畑智子  



このドキュメントの英語版はこちらからご覧いただけます。

http://www.mpi-j.co.jp/contents/shop/mpi/pdf/2021AsiaTAGAKIContestReport_newlogo_english.pdf
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