
オンライン
聖書CLIL実践報告

横浜女学院中高
白井龍馬



➢対象
中学３年 国際教養クラス 約２０名

➢期間
６月の約２週間（完全オンライン）

➢ 生徒の様子
聖書の時間はあまり好きではない
活発な子たちだが、オンライン期間で疲弊



4Cs
➢Content[内容]
聖書：迷いでた羊のたとえ話

➢Communication[コミュニケーション]
意見文・回顧録の書き方
受動態と接続詞 不定詞の副詞的用法（感想）

➢ Cognition[思考]
聖句と経験を結びつけて思考する

➢ Community / Culture [協働 / 文化]
クラスメイトとの対話 / 聖書



ルカ 15:4-6

あなた方の中に、百匹の羊を持っている人がいて、
その一匹を見失ったとすれば、九十九匹を野原に残
して、見失った一匹を見つけ出すまで探し回らない
だろうか。そして、見つけたら、喜んでその羊を担
いて、家に帰り、友達や近所の人々を呼び集めて、
「見失った羊を見つけたので、一緒に喜んでくださ
い」と言うであろう。



Luke 15:4-6

4‘Think about a man who has 100 sheep. He may lose
one of them. What does he do then? He leaves all his
other sheep in the fields. Then he goes. He looks for the
sheep that he has lost. He looks until he finds it. 5When he
finds the sheep, he is very happy. He lifts it up and he puts
it across his shoulders. 6Then he carries it back home. He
speaks to all his friends and to the people that live near
him. He says, “I have found the sheep that I lost. So come
to my house and we can all be happy together.”



プラットフォーム：teams



1. コンセプト

2. 行ったタスクと生徒の反応

3. 言語的な補助

4. 評価方法

5. 生徒の自己評価



1. コンセプト

➢聖句を自分ごととして考え、自分(の生き方)を
捉えなおしてみる

▪ 「自分ごととして考え」は成立していた
▪ 「自分(の生き方)を捉えなおしてみる」は
個人差あり

→無理やり自分のものにさせるのではなく、
葛藤を共有するのもまた「捉えなおし」



1. コンセプト（言語）

➢たとえ話の読みかた …象徴するものを記す

➢ナラティブな英文の書き方 …状況の提示

➢各種文法事項 …成果物で確認

➢聖書関連の語彙 …成果物＋小テストで確認



たとえ話の読み方

I think the man with 100 sheep represents ______, 99 sheep represents 
________, and one lost sheep which left the field represents __________. 
Through this parable, we can learn that _________. 



ナラティブな英文の書き方

When I was ~~~ years old, I broke a rule[I did one 
bad thing]. (具体的な説明~~~~~~~). At that time I 
was forgiven by ~~~~~~. I felt ~~~~~~~ because 
~~~~~~~~~.



文法（既習のもの）



2. タスク

1. 聖書を英語で読むのに必要な単語を学習する
2. 英語で「迷いでた羊」を読む
3. 「あなたが羊飼いなら、どうするか？」
4. 過ちをおかし、許された経験を語る
5. 柴田先生の説教を聞く（英語）
6. 感想や学んだことを記入（フォーム）
7. NZに行ったときにホストと何を話したいか



「あなたが羊飼いならどうする？」

ほとんどの生徒が「はぐれた羊は悪いことをした
人を象徴する」と答えた

↓

多くの生徒が「はぐれた羊は探しにいかない だっ
てルールを破ったのはその羊だから」と答える



許された経験とその時の気持ちをかたる

1. こっそりチョコアイスを買ってしまった
2. 門限をやぶって遊びすぎてしまった
3. 提出物をだすのが遅れてしまった
4. ディズニーに３時間遅刻した
5. 男子トイレに入ってしまった

➢ ビデオチャットで書いた英文を共有
➢ 許されているときの気持ちが共有された



柴田先生の説教

• 迷いでた羊は「あなた」のこと
• 悪いこととは、selfishであること
• だれもがselfishであり、sinnerである
• でも、みんなは神様によって許されている



3. 言語的な補助

➢ 単語の指導

➢ ナラティブな英文のフレームワーク
（聖句と経験の結びつきを促した）

➢ 意見文のフレームワーク



4. 評価方法

➢ 言語的な評価…成果物をrubric評価

➢ 聖句と経験の結びつき…おおまかに評価

➢ 自己の捉え直し…数値化していない



5. 生徒の自己評価①



➢ 新しい単語を知れたから

➢ 自分が伝えたいことを完璧な文法や単語を使えてい
ないと思ったけど以前より伝えたいことが相手に伝
わるようになったから

➢ 自分が思ったことを詳しく書く機会が多かったから

➢ オンライン授業でならったプリントを活用しながら
進めることができたから。



5. 生徒の自己評価②



➢ 聖書によく出てくる言葉を英語でどういうかとか先
生が教えてくれたのでこの英単語はどんな意味だか
らこういうことを言ってるんだろうというのを少し
だけど考えられるようになったから

➢ 日本語で聖書を学ぶよりも簡単な言葉で解釈するこ
とができたから

➢ 私はこの考えをするけどこの人はこんな考えをする、
みたいな感じで他の人の意見と比べながら進めるこ
とができた。また、改めて他の意見文の視点で聖書
に向き合ってみたから(視点を変える)

➢ 今もまだ聖書についてよくわからない部分がある。



5. 生徒の自己評価③



➢ 日本語じゃなくて英語でも自分がその聖書箇所で
思ったことを伝えられるから

➢ 失った羊を英語で読んでクラスメイトの考えや自分
の考えを整理することができたから

➢ 私は間違いを犯してしまったりするから。(イエス様
が許してくれる…でも頼りっぱなしはダメ。 みた
いな感じで想像力が広がった。)

➢ まだすごく身近っていう感じはないけどNZでホスト

ファミリーにいろいろ聞いたらもっと身近になると
思います。

➢ 一つの聖書箇所だけで考えを深めたからほかの箇所
を考えようとしない限り身近には感じないかもしれ
ないから。



5. 生徒の自己評価④



➢ 海外のクリスチャンの人と聖書について話せるかもしれない
なと思ったから

➢ 美術の授業の時とはまた違った視点で学習を楽しめたから

➢ 普段は他教科を英語で学ぶ機会が少なくてとても新鮮だった
から

➢ 聖書は 信仰、聖句 などといった新しい単語を覚えること
ができたし、英語で聖書の授業ができるなんてすごいなと
思った。

➢ 日本語でも理解できていない聖書をより難しい英語でやるこ
とにより難しくなってあまり楽しめていない。

➢ 聖書と英語を同時に勉強できて有意義な時間を過ごせた。

➢ 英語で学んでも日本語で学んでもあまり変わらないと思った
から



5. 生徒の自己評価⑤



➢ 日記よりも長い文章を聞き取って日本語にしたり、失敗談を
聞けたから

➢ ビデオ会議で普段あまり話さない子たちと意見を共有できた
から

➢ 普段の聖書の授業よりも具体的な内容の意見がたくさんあっ
て面白かったから

➢ 自分と違う考えを持つ人の意見を読んで色々な視点から考え
直すことができたから。

➢ みんなの意見を読むのが楽しい。意外と○○なんだなぁ～と
かがあってお互いいい刺激でした。

➢ ビデオチャットで、色々な人の意見を聞きながら考えること
ができたから



➢ もうすこし言語のフォーカスをしっかり設定する
➢ フィードバックの手厚さはオンラインならでは
➢ 少し課題の設定が短期間に詰め込みすぎた（指示英語？）
➢ 美術にくらべコンセプトが難しかった
→葛藤を共有するタスクがあればよかった
（削ってしまった！）

➢ オンラインCLILの可能性は大きい

担当者の感想



１）増進堂さんから教科書出版しま
す。よろしければ御覧ください

２）１０月１７日（土）にオンライ
ン公開研究授業やります。
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