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私立小学校における外国語活動の実践報告  

―光塩女子学院初等科  「課外スペイン語教室」― 1 

 

茂木  俊浩  

 

1. はじめに 

 

光塩女子学院は、スペイン・バスク地方を発祥地とするベリス・メルセス宣教修道

女会を母体として 1931 年に創立された。スペインからシスターたちが来日して教鞭を

とるようになり、第二次大戦後は、光塩女子学院初等科（以下、「初等科」と略称）で

英語の授業が始まり、スペイン語も課外で行われるようになった。初めのころは 3～4

年生の希望者を対象とし、日本語がおぼつかないスペイン人のシスターたちによる課

外のスペイン語講座は光塩女子学院初等科の児童（以下、「初等科生」と呼称）が

理解するには難解なものだった。「単数形、複数形」を「タンスケ、フクスケ」と習ったと

笑い話をする卒業生もいる。「日本人はなかなか語学を覚えない。」というシスターた

ちの悲鳴や「1 年間学んでも、“Buenos días” しか覚えてこない。」などの保護者の不

満の声も聞こえた。中には初等科で学んだスペイン語をその後も修道院でシスターと

学び続け、スペインに留学し、現在いくつかの大学でスペイン美術とともにスペイン語

を教えたり、テレビのスペイン語番組にも出演し、スペイン語文法書の出版を手掛け

たりした卒業生もいる。年月が経ち、スペイン人のシスターたちはスペインへと帰国し

ていき、2000 年代に入り、スペイン人によるスペイン語講座は終わりとなった。そして、

数年スペインに滞在した経験を持つ日本人のシスターに引き継がれて今日に至って

いる2。 

小学校レベルのスペイン語語学学習について長年の試行錯誤によって、以下の

点が大切であるように感じている。  

 日本人が日本やスペインでの生活における身近な具体例を使って、日本語で

丁寧に説明すること  

 書き写すことよりも口をよく動かすこと  

                                                        
1 本稿は、筆者がベリス・メルセス宣教修道女会のシスターに行った取材を基に原稿としたもので

ある。ご協力くださったシスターに紙面をもって謝辞の意を表したい。  
2 現在光塩女子学院初等科では、外国語教育として 1～6 年生に週 2 時間の英語の授業の他

に、クラブ活動「国際交流メルセス」クラブ、課外活動「課外スペイン語教室」などが用意されてい

る。  



 

 
『複言語・多言語教育研究』 日本外国語教育推進機構会誌 No.6 (2018) pp.202-212 

 

 - 203 - 

 スペイン語は「楽しい!!」と実感させること  

現在、希望者が放課後に週 1回程度約 30分参加している課外スペイン語教室の

対象は、当初の 3～4 年生から現在は 3～6 年生までに延長されている。本稿では初

等科で行われている課外スペイン語教室の実践を紹介する。  

 

2. 課外スペイン語教室の実践  

 

以下に課外スペイン語教室の理念、特徴、実践について代表的なものを紹介す

る。 

 

2.1 暗記ではなく、繰り返すこと、人前で話すこと 

 

3 年生のスペイン語学習は、まず「挨拶」から始める。おはよう、こんにちは、こんば

んは、さようなら、など色々あるが、廊下や校庭でお互いにスペイン語で挨拶する約束

をしている。学校外の道路やスーパーなどで出会ったときも、スペイン語で挨拶する。

初等科生自身の家に帰宅したときも、スペイン語で挨拶するよう呼びかけている。もし

も家に誰もいなくても、飼っている猫でも犬にでもスペイン語で話す。口に出すことに

よって、頭ではなく、体に覚えさせることが大切であると強く感じている。  

 

2.2 楽しく学ぶ 

 

ゲームやごっこ遊び、ロールプレイなどを活用して、初等科生が楽しく遊びながらス

ペイン語に触れ、学べるよう工夫している。  

 

 「数字」 

3 年生は 0 から 20 まで習得するが、習得できたらトランプでゲームをすることを予め

知らせておく。トランプは何回も同じ数字が出てくるので、数字の学習に役立つ。4 年

生では 100 まで学ぶので、ビンゴゲームをする。スペインのシールなどの賞品も準備

するので人気がある。数字の習得は繰り返し使うことで慣れていくので、バスや電車

の停留所で待っている人を数えたり、車道を走る車の数を数えたりするなど、とにかく

目の前に見える物を数えることを、日常的に繰り返すことを促している。  
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 「お買い物ごっこ」  

果物の名前を覚える際、この活動を行う。色紙の表に日本語、裏にスペイン語で

果物名を各自で書き、自由に歩き回って、店員とお客役になって、お互いに売ったり

買ったりする。3 年生の 2 学期に学ぶが、家庭でも食卓に出る果物をスペイン語で家

族に紹介するように促している。また、日本では個数で買う物も、スペインでは重さで

買うなど、文化の違いも紹介する。  

 

 「ものの名前を覚える」  

初等科生にとって最も身近にあるものとして、教室にある机や椅子、黒板、時計、

本、電気、窓、先生などの名詞を学んだ後で、例えば以下の問答ゲームをする。  

 

スペイン語   日本語  

A: Veo,Veo.   A: 見える、見える。 

B: ¿Qué ves?   B: 何が見える？  

A: Empieza por M.  A: M ではじまるものです。 

B: ¿Es mesa?   B: それは机ですか？  

A: Sí.    A: 当たりです。 

 

やりたい人は手を挙げ、相手を指名して行うが、初等科生はみんな、やりたいと意

欲的に人前で発表する活動に取り組む。  

 

2.3 ネイティブスピーカーによるスペイン語特別教室  

 

1 年に一度、スペイン語ネイティブの方を招いて、スペイン語学習の場をもっている。

この特別教室の対象は 4～6 年生合同で、希望する保護者も参加できる（図 1）。 

 

 「発音」 

スペイン語には日本人が発音するのに苦手な巻き舌がある。その他、セ（Ce, Se）、

サ（Za, Sa）、フ（Fu, Ju）など、綴りは違うが微妙に発音の違う言葉もある。カタカナで

は同じ「フ」でも、スペイン人が発音する音には口の形や舌の位置など、微妙な違い

がある。この違いをネイティブスピーカーに発音、実演してもらうことで、初等科生が正

しいスペイン語の発音を学ぶ機会としている。  
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図 1 ネイティブスピーカーによるスペイン語特別教室の様子  

 

 「音節」 

スペイン語にも音節がある。例えば、“bue-no” 「良い」は 2 音節だが、日本人は

ブ・エ・ノと 3 つの音に切ってしまう。そのため、スペイン人の耳に聞こえる日本人の会

話は不自然に聞こえるそうだ。この音節の学習もスペイン語ネイティブのなめらかな発

音を聞くことで、初等科生には本物のスペイン語に触れる貴重な機会となる。  

 

 「話し方」 

話すとき、恥ずかしがり屋の初等科生はあまり口を開かず、あまり表情も出さない。

これに反してスペイン人の話し方は口だけでなく、目、頬、手など体全体を使って話し、

表情も豊かな印象を受ける。今までの自分の話し方を思い返して、口を大きく開けて、

顔に表情をつくって話すことを学ぶ初等科生もいる。世界には話し方だけでも思って

もいなかった違いがあることを知る機会としている。  

 

 「スペイン語を話す場」  

自分の名前や年齢など、簡単な会話をスペイン語ネイティブの先生とスペイン語で

話す体験をすることで、今まで学習してきたスペイン語が確かに伝わったという自信に

つなげる。 

 

2.4 スペイン語教室発表会  

 

4 年生の 2 月ころ、3～4 年生の 2 年間で学んだスペイン語の集大成として、保護

者を招いて発表会を行う。  
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自分の名前や年齢、兄弟姉妹の人数、習い事とその曜日、自分の家の電話番号、

自分の持っている洋服の色、好きな果物、将来行きたい国名などを各自で準備し、

自己紹介をする。発表会にむけて、休み時間や昼休みを使って個人的に指導をす

るので、初等科生にとっても教師にとっても負担だが、同学年の初等科生や保護者、

先生方の前で一人ひとりがスペイン語で発表する場を持つことはスペイン語を学習す

る上で重要な場となっている。  

この発表会をするようになってから、初等科生の希望の声が高まり、課外スペイン

語教室は 5 年生、そして 6 年生まで延長されるようになった。  

 

2.5 スペインの姉妹校との文通  

 

スペイン・バスク地方にある三大都市の 1つ、ビトリアに “Vera-Cruz” 「ベラ・クルス」

と呼ばれる光塩の姉妹校がある。交流の一つとして、10 年位前から、クリスマスカード

の交換を行ってきた。4 年生が主で、“Feliz Navidad” 「クリスマス、おめでとう」とスペ

イン語で書き、さらに簡単な絵を添えて送ると、ベラ・クルス校からも、「クリスマス  オメ

デトウ」とカタカナで書かれたカードが送られてきたこともある。カードから飛び出たサン

タクロースが見えるなど、スペインの子どもたちの自由な発想で作られた楽しいカード

は、初等科生に対して、スペイン文化に限らず、英語以外の世界に触れる機会を与

えてくれた。日本からクリスマスカードを送るときに、「光」などの 1 年生や 2 年生の書

道作品も日本文化の紹介として、同封している。  

 

2.6 スペイン人の “Fiesta” の文化を感じさせる 

 

スペイン人は、“Fiesta” 「パーティー」を好む。よくみんなで集まって楽しむ。ベラ・

クルス校の教職員の集まりでは、食事のあと、歌ったり、踊ったり、“chiste” とよばれる

小話を披露し合うことで楽しみを共有することがある。日本の場合はビンゴなどで楽し

むが、むしろ個人的に隣の人と語り合う方が多いように感じる。メルセス会修道院のバ

ス旅行では「日本人は、みな寝ていた。」とスペイン人を驚かせた。課外スペイン語教

室ではできるだけ、ゲームなどで  “Fiesta” の雰囲気を初等科生が味わえるようにし

たいと考えている。 
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2.7 スペイン語ネイティブのシスターの日本訪問  

 

2016 年にメルセス会総長顧問である二人のシスターが来日した。一人はスペイン

人で、もう一人はペルー人だが、二人ともスペイン語を母語とする。そこで、朝礼での

歓迎の挨拶を 4 年生がスペイン語で準備し、3～6 年生の課外スペイン語教室受講

者が、スペイン語の歌を歌った（図 2）。 

 

 

図 2 総長顧問にスペイン語で挨拶する 4 年生  

 

同日、昼休みに 6 年生が 2 つのグループに分かれて、それぞれ準備した質問をス

ペイン語で行った。数年に一度の少ない機会ではあるが、課外スペイン語教室を受

講する初等科生が人と人がつながるための語学としてスペイン語を話す機会を持て

たことは、貴重であった（図 3）。 

 

 

図 3 2 つのグループに分かれて、総長顧問にスペイン語で質問する 6 年生  
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2.8 スペイン語の歌  

 

小学校レベルの語学学習においては楽しく学び、その言語に触れ、慣れ親しむこ

とを通して、言語や文化への興味関心をわかせることを出発点としたいと考え、普段

からスペイン語の歌を歌う活動を積極的に採用するよう心がけてきた。「スペイン語の

歌を歌いたい」という願いを持って、課外スペイン語を申し込む初等科生も多い。  

スペインでは、クリスマスの時期になると、街中に子どもたちによるクリスマスの歌が

流れる。これらの歌は “Villancico” と呼ばれて親しまれている。 

 

 “Campana sobre campana” 

初等科生に特に人気のある歌は “Campana sobre campana” で、イエス・キリスト

の誕生の喜びを知らせる「教会の鐘」  “campana” が鳴り響き、羊飼いたちがブドウ

酒やチーズを持って幼子イエスを拝みに行く歌詞である。歌いやすいメロディーなの

で初等科生はすぐに覚え、家庭でも入浴の際に大声で歌うので、家族も覚えてしま

い、妹が 3 年生になって課外スペイン語教室を始める際にすでに覚えている、という

家庭もあるほどである。 

 

 “Gloria a Dios, Padre” 

この曲は、神を賛美する歌である。神様を “Padre” 「父」と呼ぶことによって、神様

は近寄りがたい方ではなく、だれにとっても「お父さん」と呼びかけることができる優し

い方であることを紹介する。 

 

 “Cumpleaños Feliz” 「お誕生日のうた」 

課外スペイン語教室の日にちょうど誰かがお誕生日のときは、この歌をスペイン語

で歌う。日本語や英語では、「生まれた日」を祝うが、スペイン語では、 “¡Feliz, 

Cumpleaños!” と言い、これまで生きてきた年数を祝う。ここにもスペイン文化を学ぶ

ことができると考えている。  

 

2.9 スペイン語からスペイン文化を学ぶ 

 

高校生・大学生が外国語を学ぶときも同様であるように、小学生レベルにおいても、
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スペイン語を学ぶことは、語学だけでなく、スペイン人の考え方、人との接し方など、ス

ペイン文化を学ぶことでもある。例えば、スペイン語に “cumplir” という動詞がある。

これは日本語の「成し遂げる」であり、お誕生日を祝 う表現に使われ、 “¡Feliz 

cumpleaños!” その歳月を生き抜いた（完遂した）ことを感謝する意味を持つ。また、

日本語で「お世辞」という言葉は、スペイン語では、“cumplir su voluntad” と言い、

「相手の思いを果たす」と表現する。日本語の単語をスペイン語に置き換えることによ

り、その言葉の持つその言語ならではの意味がより明らかになる。  

高校生・大学生とは年齢が違ってもその年齢にふさわしい内容を教授することによ

り、初等科生の興味は語学のみではなく、その文化にも向くものと私は信じている。  

 

2.10 名詞の性別、数と形容詞の一致  

 

日本語や英語にはないスペイン語の特徴に、男性名詞と女性名詞がある。これに

より名詞につく形容詞も男性形、女性形に変化する。しかし、この説明は混乱を招く

ので、こうしたものとして、覚えさせる。人間の男性が話す「男ことば」、女性が話す「女

ことば」と理解していた初等科生もいた。  

数の一致も日本語にはないので、2 つ以上は複数といい、それぞれの単語に  s ま

たは  es をつけることを伝えるが、なかなか初等科生には習慣づかない。スペインへ

お煎餅を送ったとき、“Gracias por Osenbes.” 「お煎餅をありがとう。」とお煎餅に “s” 

がついていた。こうしたことは日本では笑いがこみ上げてくるが、スペインでは当然の

ルールとなる。 

 

2.11 主語による動詞の変化  

 

“tener” 「持つ」、“ver” 「見る」、“querer” 「欲する」、“ir” 「行く」、“ser” 「～であ

る」を 3 年生から 6 年生にかけて活用を訓練するが、3～4 年生は主に名詞を、5～6

年生は動詞を活用した会話を中心に学習を進めている。主語により動詞が変化する

こと、すなわち、活用している動詞をみれば主語がわかること、これを初等科生が「楽

しい」「面白い」と受け取れるようになるまで繰り返し訓練するよう心がけている。  

 

2.12 日本人のマスクの文化を考える 
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課外スペイン語教室では、スペイン人が日本文化をどう見ているかも紹介している。

日常では普通だと思っていることも外から見ると不思議だったり、疑問を持たれたりす

るものであることを初等科生に伝えるように心がけている。  

スペインでは、マスクは医者が手術室で使うものと聞いたことがある。それを日本で

は街中で大人も子どもも、マスクをつけて歩いていることは奇妙に感じるようだ。次の

ような新聞記事を見たことを思い出す。  

 

日本人に「なぜマスクをかけるか？」と聞いたら、風邪をひいている人は、他人

に迷惑をかけないため、また、予防のための人もいる。こうして、仕事に支障のな

いように気をつかっているそうである。日本人は、仕事のためにこの世に生まれて

きた。スペイン人は、この世を楽しむためだが・・・  

 

3. 展望  

 

 「出かけていく」 

日本へ旅行に来る外国人は年々増えている。特に 2020 年には東京でオリンピック

も行われる。光塩女子学院初等科の課外スペイン語教室受講者も、出かけて行って、

スペイン語で簡単な挨拶だけでも体験してほしい。語学は、本人のやる気、積極性に

負うところが大きいと考える。  

東京都千代田区にある聖イグナチオ教会では、日曜日の午後 1 時からスペイン語

のミサが行われ、中南米の人々が多く参加している。中南米のスペイン語は、スペイ

ンのスペイン語と発音その他で違いは多少あるが、歌も楽しい。初等科生も参加して、

クリスマスの時期に “Villancicos” を披露できたらすばらしいと思う。 

 

 「語学を通して考え方、心の風景を豊かにする」  

スペインの挨拶には言葉だけでなく、“abrazo” 「抱擁」がある。お互いの右頬をつ

けるもので、出会ったばかりでも、男女でもこの挨拶をする。日本でも握手は一般に

行われているが、抱擁はあまりしない。この抱擁の習慣は、無条件に相手を受け入れ

る心の寛容さを感じさせる。  

スペインは光塩にとっての心の故郷といえる。なぜなら、創立者であるマドレ・マル

ガリタが生まれ育ち、日本に宣教の招きを受けた地であるからだ。初等科生がスペイ

ン語に触れることにより、この世界が日本語と英語の 2 つだけではないこと、英語を勉
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強しているだけでは見えない世界に気づくきっかけとしたい。まだ見ぬ広い世界に気

づいた初等科生が将来、世界の平和に資する大人に成長してほしいと心より願って

いる。 

 

今後も多文化に触れて、心が新しく再創造されていく光塩女子学院初等科ならで

はの課外スペイン語教室でありたい。  

 

（光塩女子学院初等科） 
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The second foreign language education in a private elementary 

school: 

The Spanish class in Koen Girls’ Elementary School 

 

Toshihiro MOGI 

 

This paper reports on the practice of the second foreign language 

education in a private elementary school. The Spanish class in Koen Girls ’ 

Elementary School is attended by many students who experience Spanish 

language and culture. This class will impact the students by encouraging 

them to experience languages and cultures other than English. This paper is 

based on a lecture from a sister of our convent. It shows some practices and 

the characteristics of our Spanish class.  

 


