
2021年度 教員の自己点検・自己評価報告書 

 

所属学部 学科 職位 氏  名 

教育学部 子ども発達学科 教授 西崎 有多子 

最終学歴 学 位 専門分野 

コロンビア大学大学院修士課程修了 MA 英語教育 

 

Ⅰ 教育活動 

○目標・計画 

（目標） 

３・４年生での活発なゼミ活動ならびに全学共通科目の英語科目における学生の自発的学修意欲

向上。 

（計画） 

ゼミ内の学生同士（３・４年も含め）の交流を活発に行い、全員が初等教育コースに所属している

ため、小学校教員を想定した指導を多角的・実践的に行う。 

 

○担当科目（前期・後期） 

（前期） 

 英語基礎ⅠC、英語ⅠC、英語Ⅲ、小学校英語、専門演習Ⅰ、専門演習Ⅲ 

（後期） 

 英語基礎ⅡC、英語ⅡC、英語Ⅳ、小学校英語教育法、専門演習Ⅱ、専門演習Ⅳ、卒業研究 

 

○教育方法の実践 

専門演習においては、教育に関する諸問題について新聞、雑誌、専門書等から広く知識を得る機

会を作り、何が問題なのか、どのような解決方法が考えられるかを話し合い、各自で小論文にまと

める練習を繰り返し行った。互いの小論文を読んで、学生同士で推敲すべき部分を見出して改善で

きる実力がつくよう指導した。教員採用試験対策に関しては、先輩が受験地の実問題のコピーを使

って、不得意な分野を互いに教え合いながら出題意図を確認し、本番に備えた。感染対策として個々

の面接練習は、Meet を使って長時間行った。英語では教材として、TED から教育関係のスピーチ、

英語絵本の読み聞かせ練習と英語絵本の創作、英語のゲームや英英辞典の活用などを楽しみながら

同時に小学校英語での教材化について学ぶ機会を増やした。いずれも、新しい知識を得ながら、仲

間同士教え合ったり、楽しんだりしながらゼミ活動を行なった。 

小学校英語教育法では、再履修者も合わせて履修者数が多かったが、補講を何度か追加し、全員

が一人ずつ短いながらも模擬授業を行なう機会を作った。事前に相談時間を設けてグループで指導

案を試したり改善したりする時間をたっぷりと設定した。英語を教えるためだけでなく、授業を行

なう上で、教師が考えるべきことについても実践的に理解できるように指導した。 

英語の科目においては、幼児教育ならびに小学校英語おける基本的な単語、文法、英語の基本的

知識などを、教科書に沿って不足と思われる部分をその都度基本から説明し、理解を促した。全員

が書いた簡単な英作文を、皆で間違いを訂正し合ったりして、各自が自分で書ける、読める力が付

くような指導を繰り返し行った。 

 

 



○作成した教科書・教材 

上記のような教育実践において補助的なプリントや教材をその都度数多く作成して使用した。 

 

○自己評価 

ゼミからの教員採用試験結果は、昨年度のような結果は出せなかったが、結果として一人を除い

て教員を目指す学生たちとなった。３年生は引き続きそれぞれの進路を模索しつつ、真面目に取り

組む姿勢を保ちながら最終年度を迎えようとしており、たゆまぬ支援を続けていきたい。小学校英

語関連科目については、特に教育法の授業の中で、学生の模擬授業評価用紙の内容やコメント、授

業内での質問や発言、授業へのコメント等から学生の著しい成長が見受けられたことが、とても印

象深い。来年度も更なる授業改善を行ない、自分たちで考え改善していくことができ、現場で指導

できる実力をもつ学生を育成したい。 

 

Ⅱ 研究活動 

○研究課題 

小学校英語に関する研究ならびに本学における英語教育に関する研究 

 

○目標・計画 

（目標） 

小学校英語に関する研究と本学の学生に適した英語学習・小学校英語指導法の開発を行う。 

（計画） 

新学習指導要領に即した新しい小学校英語の在り方について研究する。特に、実際に使える英語、

自発的な内容を尊重する英語にふさわしい小学校英語教育とは何かについて具体的な提案ができ

るようにしたい。本学の学生に適した英語教育ならびに教職課程における小学校英語の指導につい

て、改善に向けての新しい試みを行ないたい。 

 

○2014年 4月から 2022年 3月の研究業績（特許等を含む） 

（著書） 

 ・藤田利久・青木雅幸・西崎有多子・森久子『改訂新版 英語で学ぶオフィスコミュニケーション』 

  西文社、2019年、第 11章・第 12章担当、共著 

 ・西崎有多子・鈴木由季子・久保田香直・加藤拓由・山田幸子・岡井崇・藤田しおり・鷹巣雅英・ 

  清水万里子・山下桂世子（以上執筆者）、川村一代編著『1日 10分 語彙・表現がしっかり定着！ 

  小学校外国語アクティビティ 50』明治図書、2019 年 2月、アクティビティ 9・14・21・29・35担 

当、共著 

  ・今津孝次郎・西崎有多子・白井克尚・中島弘道・新實広記・伊藤龍仁・柿原清治・伊藤数馬『 

   教員と保育士の養成における「サービス・ラーニング」の実践研究』地域創造研究叢書 No.30、 

   唯学書房、2019年 2 月、113頁の内、第２章担当、共著 

・小学生のための英語教育研究グループ著『英語好きな子に育つたのしいお話 365』誠文堂新光社、

2016年 12月、416頁の内７頁（７編）を担当、共著 

・西崎有多子『国語と英語の連携を意識した授業を考える－小学校におけることばの教育の相乗効

果をめざして－』三恵社、2016年 3月、170頁、単著 

・西崎有多子・古市久子・金澤延美・加藤拓由・藤重育子『ことばでつなぐ子どもの世界』地域創

造研究叢書 No.25、唯学書房、2016年 3月、137頁の内、第６章担当、共編著 



・古市久子・澤田節子・西崎有多子・荒川紘・山極完治『ならぬことはならぬ 江戸時代後期の教

育を中心として』地域創造研究叢書 No.21(2014年 3月発行）、132頁の内第５章担当、唯学書房、

共著 

（学術論文） 

 ・西崎有多子・山本かほる「小学校における「資質能力目標」明確化による授業改善－“この授業 

  で何ができるようにするか”に着目して国語と英語を考える－」『東邦学誌』2019年 6月、第 48 

  巻、第１号、pp.91-104、共著 URL: https://aichi-toho.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_ 

main&active_action=repository_view_main_item_detail&item_id=568&item_no=1&page_id=13&

block_id=21 

・西崎有多子「小学校教員養成課程における授業実践に必要な英語力の養成―次期学習指導要領を 

踏まえたアクティブラーニングをとおして―」『東邦学誌』2018年 12月、第 47巻、第 2号、 

pp.119-125、単著 

・西崎有多子「小学校教員養成課程における「小学校英語教育法」への段階的学びを考える―苦手

意識の克服と指導時の不安軽減をめざして―」『東邦学誌』 2017 年 12 月、第 46 巻、第 2 号 

pp.69-77、単著 

・西崎有多子「小学校英語を指導する際に押さえておきたいポイント―小学校教員養成課程におけ

る限られた条件の下で―」『東邦学誌』2016年 12月、第 45巻、第 2号 pp.25-36、単著 

・西崎有多子「ネーミングの工夫からことばへの気付きへと発展させる指導－小学校におけること

ばの教育の一案として－」『東邦学誌』2015年 12月、第 44巻、第 2号 pp.1-11、単著 

・西崎有多子「商品のネーミングからことばへの気付きに導く指導－小学校における国語、英語、

外国語を連携させて－」『東邦学誌』2014年 6 月、第 44巻、第 1号 pp.111-122、単著 

・西崎有多子「新しいことばの創造と受容を通して日本語と外国語を考える指導―小学校国語科と

外国語活動の連携の試み」『東邦学誌』2014年 12月、第 43巻、第 2号 pp.77-86、単著 

・西崎有多子「外国語を用いて「国語」と「外国語活動をつなぐ～ことばへの気付きと考察へと導

く試案～」2014年 3 月、『平成 25年度国際理解同好会研究集録第 17号』、計 6ページ分、単著 

・西崎有多子「外来語を使って「外国語活動」と「国語」を連携させる授業を創る」『東邦学誌』2013

年 12月、第 42巻、第 2号 pp.45-64、単著 

・西崎有多子「外国語活動における小学校国語教科書の活用と”Hi, friends! 2” Lesson 7 の指

導」『東邦学誌』2013 年 6月、第 42巻、第 1号 pp.19-28、単著 

・西崎有多子「『桃太郎』を発展させるオリジナル英語劇の持つ意味」『国際理解教育へのとびら』

2013年 3月、『平成 24年度国際理解同好会研究集録第 16号』、計 4ページ分、単著 

（学会発表） 

 ・西崎有多子「小学校英語における paraphrase（言い換え）活用の可能性」小学校英語教育学会、 

  第 19回小学校英語教育学会北海道大会（全国大会）、北海道科学大学、2019年 7月 21日、単独 

・西崎有多子「小学校教員養成課程における「小学校英語教育法」のアクティブラーニングを考え 

る―教材の世界から一歩踏み出し、自分らしく楽しく創造する―」小学校英語教育学会、第 18回 

小学校英語教育学会長崎大会（全国大会）、長崎大学、2018年 7月 29日、単独 

・西崎有多子「小学校教員養成課程における「小学校英語教育法」への段階的学びを考える」小学

校英語教育学会、第 17回小学校英語教育学会兵庫大会（全国大会）、神戸市外国語大学、2017年

7月 30日、単独 

・西崎有多子「小学校で英語を教える際に押さえておきたい英文法―小学校教員養成課程の限られ

た条件の下で―」小学校英語教育学会、第 16 回小学校英語教育学会宮城大会（全国大会）、宮城

https://aichi-toho.repo.nii.ac.jp/?action=pages_view_


教育大学青葉山キャンパス、2016年 7月 24日、単独 

・西崎有多子「小学校外国語活動と小学校英語教科化への今とこれから」日本メディア英語学会、

中部地区第 67回研究例会、愛知大学名古屋キャンパス、2016年 7月 9 日、単独 

・西崎有多子「国語と英語の連携を意識した授業を考える－小学校におけることばの教育の相乗効

果をめざして－」中部地区英語教育学会、第 46 回中部地区英語教育学会三重大会、鈴鹿医療科学

大学白子キャンパス、2015年 6月 26日、単独 

・西崎有多子「商品のネーミングからことばへの気付きに導く指導－小学校における国語、英語、

外国語を連携させて－」小学校英語教育学会、第 15回小学校英語教育学会広島大会（全国大会）、

広島大学東広島キャンパス、2015年 7月 26日、単独 

・西崎有多子「江戸時代以降の日本語における翻訳語からことばを考える～小学校国語・外国語活

動（英語）、中国語を関連させて～」第 22回九州沖縄支部研究大会、久留米大学福岡サテライト

キャンパス、2014年 10月 26日、単独 

・西崎有多子「新しいことばの創造と受容を通して日本語と外国語を考える指導～江戸時代から現

代に至る異文化流入とその影響を通して～」第 13回小学校英語教育学会神奈川大会（全国大会）、

関東学院大学金沢八景キャンパス、2014年 7月 26日、単独 

・西崎有多子「外来語を使って「外国語活動」と「国語」を連携させる授業を創る－児童の気付き

とことばへの考察を促す教材としての外来語－」第 21 回日本児童英語教育学会九州沖縄支部研

究大会、久留米大学福岡サテライトキャンパス、2013年 10月 27日、単独 

・西崎有多子「外国語活動と国語科を連携させる教育の可能性～外国語活動と国語に共通すること

ばの教材としての外来語を使って～」第 13回小学校英語教育学会沖縄大会（全国大会）、琉球大

学、2013年 7月 14日、単独 

・西崎有多子「外国語活動における「桃太郎」を使ったオリジナル英語劇化に関する課題と民話と

しての「桃太郎」」2012 年度愛知東邦大学地域創造研究所共同研究「子どもとことば」中間報告

会発表、愛知東邦大学、2013年 3月 28日、単独 

（特許）  

なし。 

（その他） 

・新實広記・西崎有多子・柿原聖治・伊藤龍仁・中島弘道・伊藤数馬・白井克尚・今津孝次郎『「サ

ービス・ラーニング」ハンドブック 第 4 版』愛知東邦大学教育学部子ども発達学科、2018 年 3

月、共著 

・新實広記・西崎有多子・柿原聖治・伊藤龍仁・中島弘道・伊藤数馬・白井克尚・今津孝次郎『「サ

ービス・ラーニング」ハンドブック 第 3 版』愛知東邦大学教育学部子ども発達学科、2017 年 3

月、共著 

・新實広記・西崎有多子・柿原聖治・伊藤龍仁・中島弘道・伊藤数馬・白井克尚・今津孝次郎『「サ

ービス・ラーニング」ハンドブック 第 2 版』愛知東邦大学教育学部子ども発達学科、2016 年 3

月、共著 

・今津孝次郎・新實広記・西崎有多子・柿原聖治・伊藤龍仁・白井克尚「教員と保育士養成におけ

る『サービス・ラーニング』の試み」（実践報告）『東邦学誌』2015 年 6 月、第 44 巻、第 1 号、

pp.211-231、共著 

・新實広記・西崎有多子・柿原聖治・伊藤龍仁・中島弘道・伊藤数馬・白井克尚・今津孝次郎『「サ

ービス・ラーニング」ハンドブック 第１版』愛知東邦大学教育学部子ども発達学科、2015 年 3

月、共著 



 

○科学研究費補助金等への申請状況、交付状況（学内外） 

なし。 

 

○所属学会 

日本児童英語教育学会、小学校英語教育学会、大学英語教育学会、中部地区英語教育学会 

 

○自己評価 

今年度もコロナ禍の影響により、学会はすべてオンライン学会となり、支部セミナーも含めて積

極的に参加は行ったが、小学校現場で研究授業や通常の授業の参観はかなわなかった。そのため、

新学習指導要領下での小学校現場を直接知る機会がほとんど持てないままとなり、予定通り研究を

進めることはできなかった。来年度に向けて、今年度の小学校英語教育法で得られたデータを活用

して、授業改善や研究を試みたい。 

 

Ⅲ 大学運営 

○目標・計画 

（目標） 

教務委員、初等教育コース責任者として、職責を果たす。 

（計画） 

教務関係の事項に精通し、主に教育学部の教務関連事項に問題が起きないよう、常に配慮する。 

初等教育コースの運営について、教育実習（小学校）をはじめとする、教職課程の諸問題に対応する。 

 

○学内委員等 

  教職支援センター運営委員会、教務委員会、幼小保課程委員会 

 

○自己評価 

概ね役割を果たすことができた。 

 

Ⅳ 社会貢献 

○目標・計画 

（目標） 

教員免許状更新講習の講師として職責を果たす。 

 

（計画） 

コロナ禍で学会もオンライン、現場での研究授業もなくなり、新学習指導要領下での現状把握

が難しいが、文字指導や音韻指導も加えて、充実した内容を提供したい。 

 

○学会活動等 

 特になし。 

 

○地域連携・社会貢献等 

 2021年度 教員免許更新講習「小学校外国語活動と小学校外国語（英語）」の講師を務めた。 



 

○自己評価 

全体としては、あまり貢献できなかった。 

 

Ⅴ その他の特記事項（学外研究、受賞歴、国際学術交流、自己研鑽等） 

コロナの影響でほとんどすべての学会が Zoom 開催になっており、発表内容も低調である。小学

校現場は今年度は状態が回復しつつあるが、情報が得にくい状況にある。可能な限りオンライン学

会等に参加し、身近な小学校関係者と連絡を取りながら、研究を進めていきたい。 

 

Ⅵ 総括 

 コロナ禍が続く中で感染対策を行ないながら、６月 20 日以降は後期の最後の授業を除いて、す

べて対面授業を行なった。しかし、コロナ以前の対面授業を同様にという訳にはいかない場面も多

く、戸惑いながらの対面授業となった。特にゼミでは授業以外で研究室において面談や指導をする

時間を設定できず、例年通りのきめ細かな指導ができない状況もあった。 

以 上 


