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外国語活動におけるマルティプル インテリジェンスの重要性

10L063　田辺 あかり

はじめに
　私は、大学２年次から「児童英語教育」を履修してきた。小学校のインターンシップを通して実際の授

業現場に参加し、小学校からの外国語活動の重要性について考えるようになった。

　小学校の外国語活動の目標は次の３つの柱から成り立っている。１つ目は、外国語活動を通じて、言語

や文化について体験的に理解を深める。２つ目は、外国語を通じて、積極的にコミュニケーションを図ろう

とする態度の育成を図る。３つ目は、外国語を通じて、外国語の音声や基本的な表現に慣れ親しませる。小

学校の外国語活動はこれから中学校、高等学校などで英語学習をしていくうえでの最初の１歩である。教師

は子どもたちの英語に対する態度の形成に大きな影響を与えることを意識し、外国語活動を楽しく愉快なも

のにしようとする。そのため、１回のレッスンの中に静かなアクティビティ、にぎやかなアクティビティ、

座ったり立ったりする動きのあるアクティビティなど工夫された様々なアクティビティを織り込む。このこ

とをふまえて実際に授業に参加し子どもたちの様子を見ていると、１回のレッスンの様々なアクティビティ

の中で得意、不得意があることがわかった。これは、右脳と左脳の働きが大きく関係している。右脳の動き

が活発な子どもは、直感的、主観的であり、視覚、感覚、運動能力に優れている。これに対し、左脳が活発

な子どもは、客観的にものごとをとらえたり、書き言葉（文字言語）で学習することを好む。よって、どち

らかの脳に偏った授業を行うと子どもの学習意欲を削いでしまう可能性もあるのだ。実際に偏った授業を

行った際、「わからない」と言って子どもによっては活動を放棄してしまうこともあった。しかし、自分の得

意なアクティビティになると自ら進んで参加しようとする。

　人間の多様な知能に着目し提案されたのがハワード・ガードナー（Dr. Howard Gardner）のマル

ティプル インテリジェンス（MI、多重知能理論）である。ガードナーは脳の働きを８つの知能として説

明した。これを理解することによって脳をバランスよく発達させるような学習方法を展開し、楽しい外国

語活動を行うことができるのではないか。ここでは児童英語教育における外国語活動とマルティプル イ

ンテリジェンスの重要性について論じていく。

第１章　マルティプル インテリジェンス（多重知能理論）

マルティプル インテリジェンス（多重知能理論）とは
　学校の成績が良い子どもを私たちはよく「頭が良い」という。「頭が良い」とは何だろう。上手

に読めること、数学の問題を素早く解けること、たくさん暗記できること、コンピューターを理解

できることなど他にもたくさんあり、得意なこと、不得意なことなど個人差もあるだろう。また、

賢いと言われた場合、最初に思い浮かべるのは成績などと結びついたものではないだろうか。しか

し、ハワード・ガードナーはこれらの他にも「賢さ」はあるという。それは、絵や音楽、運動、自

然、感情、人と上手くいくことである。これらの一つ一つを「賢さ」としてとらえ、個々の脳の得

意・不得意を認め、バランスよく脳の発達を促すために考えられたのが、ハワード・ガードナーの
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マルティプル インテリジェンス（以下MI、多重知能理論 ）である。ガードナーは脳の働きを８つ

の知能として説明している。それは、言語・語学、論理・数学、内省、博物学という左脳を中心と

する知能と、音楽・リズム、身体・運動、視覚・空間、対人という右脳を中心とする知能である。 

　それぞれの知能によって、情報の受容や処理の仕方が異なるため、子どもたちの脳をバランスよく発達

させるような学習方法を展開していくと、授業が楽しく円滑に進み、お互いに伝えたいことがわかりやす

くなる。その結果、学習意欲が増し、人間関係も活発となる。図１は脳の働きの８つの知能と児童英語教

育における英語学習への参加方法をグラフ化したものである。

図１

　＜Setsuko Toyama作成＞（１）

　図１から分かるように、MIを活用することによってどういった活動がどの知能に属しているかが明確化さ

れる。図１の場合、言葉の知能、数と論理の知能、自分を理解する知能、自然と博物の知能は左脳を中心に

使っており、それ以外の芸術の知能、身体の知能、音楽の知能、人間関係の知能は右脳を中心に使っている。
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　教師が授業計画を立てる際、無意識のうちに自分自身の得意な知能に偏ったアクティビティばかりになってしまう

ことがある。例えば、教師が１回の授業の中で言語・語学的知能（言葉の知能）という左脳を中心とするアクティビ

ティばかり行ってしまった場合、右脳を中心とした授業の方が得意な子どもは学習意欲を失ってしまう可能性がでて

くる。しかし、このMIを活用した授業方法を活用することにより教師の授業計画やアクティビティの幅は広がり、

偏った知能ばかりを使った授業をする可能性は低くなる。また、８つの知能を万遍なく使ったバランスのよい授業を

することによってより多くの子どもが成功感を味わえ、英語学習に対する苦手意識も軽減されるのではないだろうか。

　次にMIの８つの知能について詳しく説明していく。

言語・語学的知能（言葉の知能、Language Smart , Word Smart）（２）

　話をする、文字や文章を書くなど、言葉を効果的に使いこなす知能。言葉を使って説得したり、情報を

記憶したりする知能。言語の配列や構造、音、意味、言葉の特質を巧みに使いこなすことができる。

　言語の種類には、「話しことば」（音声言語）と「書きことば」（文字言語）がある。この２つを上手に

使うには、「ことばを理解する力」、「組み立てる力」、「表現する力」の３つが必要である。

　例えば、耳で聞いた音は、まず「自然の音」、「楽器の音」、「ことば」などとして聞き分けられる。次

に、聞き取った音を記憶して内容を正確に理解するには、単語の意味を考えることや、文の「組み立て」

を理解する力が必要となる。

論理・数学的知能（数と論理の知能、Logic Smart）（３）

 　論理的なパターンや相互関係、命題（仮説や因果関係）また、抽象的な概念に対応できる知能である。

　「論理・数学的」知能は、ものごとを考えるための力である。目の前にある物やできごとを見て、その仕

組みやプロセスを考えるには、パターンや相互関係を理解する力が必要となる。また、目の前にないこと

がらを想像したり、これから起こることを予想するときは、仮説を立てたり、推測したりする力が必要と

なる。これらのことから数字の意味をとらえて操作したり、何かを明快に論証したりすることができる。

視覚・空間的知能（芸術の知能、Picture Smart , Art Smart）（４）

　空間及び空間の中に含まれるものを的確に認識したり、その認識を自由に転換させたりできる知能である。

　つまり、「視覚・空間的」知能には、目に映るものを映像として理解する力、映像を記憶することや、

その映像を頭の中で操作（拡大・縮小、回転、並び替え、組み立て、立体化など）する力、及び、記憶か

ら呼び起こして描く力がある。また、色、線、姿、形、距離、場所などの要素それぞれにも、またそれら

を複合的に組み合わせたものにも敏感に反応することができる。

身体・運動的知能（身体の知能、Body Smart）（５）

　「身体・運動」知能には、身体に与えられる情報を理解する力と、自分の考えや感情を動作にする力が

ある。また、自分でものを作ったり作りかえたりすることも可能。実際に触ったり、動き回ったり、ボ

ディーランゲージを使うことを好む。一般的に、「運動神経が良い」「手先が器用」といわれるような子ど

もである。登場する人物の特徴にかかわらず、登場人物になりきったり、授業で学んだことを家で実際に

やってみたりすることも得意である。

音楽・リズム的知能（音楽の知能、Music Smart）（６）

　「音楽・リズム的」知能には、「音楽を理解する力」として、音を聞き分ける、抑揚（高低、強弱）やス
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ピード・リズムを理解する力がある。また、「音を操作する力」として、音を組み立てる、リズムやメロ

ディーを編曲する力がある。さらに「音を表現する力」として、言葉に抑揚をつける、音程を聞き分け

る、リズムの調整をする、メロディーをつくる力がある。

対人的知能（人間関係の知能、People Smart）（７）

　他人の気持ちや感情、モチベーションを見分ける知能。表情・声・ジェスチャーに反応したり、人間関

係におけるさまざまな合図を読み取ったり、その合図に効果的に反応したりすることができる。

　また、「対人的」知能は、人と接するときに「相手がどんな人か」について、性格、ことば遣い、行動

などの情報を集め、「人間関係を開始」「維持」「発展」させる能力のことを指す。対人能力に含まれる内

容としては、他者理解能力と相互理解能力がある。対人的知能に長けている子どもはたくさんの人と話

す、友人をつくる、グループに参加することが得意である。

内省的知能（自分を理解する知能、Self Smart）
　「内省的」知能は、自分自身やことがらについて深く考える力である。考える過程で、ものごとが生じ

た起源を探る。また、どうやって現在の状況になったのかをさまざまなできごととの関連性で継続的に理

解する。このプロセスで得たことを組み立てて、自分らしさをつくりあげていく。「内省的」知能が発達

している人は、自我や信念が明確であり、ものごとを振り返る力に優れている。また、長所短所に関わら

ず、自分自身について正確に把握し、その上で行動を起こせる知能でもある。そのため、自分のスタイル

を形成することが得意である。

博物学的知能（自然と博物の知能、Nature Smart）（８）

　「博物学」知能は「収集・分類・整理整頓」や「フィールドスタディ（フィールドワーク）」を効果的

に実践する力である。この力のある人の多くは、屋外活動を好み、自然界のさまざまなものを分類・整理

する力に秀でている。ガードナーは「博物学」知能を８番目の知能として最後に付け加えているが、これ

は、情報を入力する段階で人によって異なる特徴があることと、情報処理過程で最初に起こる「記号化」

にも異なる処理機能があることに気付いたためである。「博物学」知能は、さまざまな分野知識を習得す

る上で最も重要な役割を果たしている

第２章　MIを活用した授業案

　2013年度、敬和学園大学で行われた児童英語教育指導実習論では同じ授業履修者とペアを組み、現

在、小学校の外国語活動で使用されている教材『Hi, friends! １』から任意のレッスンを選び、文部科学

省が出している年間計画例と比較しながらMIを活用した自分たちならではの授業案を作成し、検討会、

発表を行った。私たちはレッスン５「What do you like?」を使った色と形の単元を選択し、45分授業

×４回分の授業案を作成した。授業案では１つの授業ごとに目標を立て、その目標に沿ったアクティビ

ティを考える。構成はウォームアップ、活動１、活動２、活動３、振り返りとした。今回の授業案作成に

あたって、メインとなるものとして、絵本や歌を導入し、それに関連するアクティビティを取り入れるこ

ととした。図２はレッスン５の授業で活用できそうな言語材料をまとめ、アクティビティをMI別に分類

したものである。
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People Smart

Self Smart Logic Smart

Art Smart
　　　　・歌：I see a star

　　・歌：�My Favorite Color is 

Yellow

・歌：�B r o w n  B e a r,  B r o w n 

Bear,What Do You See?

（きらきら星の�メロディー）

・アンケートゲーム

・Listen and Color
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MIを活用した授業案「Hi, friends! １ Lesson ５」
単元目標：

●好きなものについて積極的に尋ねたり答えたりしようとする。

●色や形や動物の表現を知る。

●自分のことを英語で表現する。

目標 活動　 多重知能
第１週 動物と色を関連

づけて聞くこと

で、動物や色の

言い方に慣れ親

しむ。

① 自己紹介（ゲスト講師として、子どもたち

に自分のことを知ってもらう。）

② 絵本；Brown Bear, Brown Bear, What 

Do You See?　を読む。

③ ダイスゲーム（I See a Brown Bear.）赤

白帽子でクラスを２チームに分ける

④ダイスゲーム（色と動物のダイス）

⑤ 振り返り　Class Survey（子どもたちに

絵本のどのページが好きか聞く。）

言葉の知能、芸術

の知能、身体の知

能、人間関係の知

能、自然と博物の

知能

第２週 当 た り 前 だ と

思っているもの

が国によって違

うことを知る。

① Brown Bear, Brown Bear, What Do You 

See?　をきらきら星のメロディーで歌う。

② 仲間集め；Find the Same Color

③ Listen and Match（Brown Bear, Brown 

Bear, What Do You See?に出てくる色と

動物の組み合わせを応用する。）※②でで

きたグループで活動する

④ 世界中のポストの色のクイズ※②でできた

グループで活動する

⑤ 振り返り　Class Survey （子どもたちに

どのポストが好きか聞く。）

言葉の知能、数と

論理の知能、芸術

の知能、身体の知

能、音楽の知能、

人間関係の知能、

自然と博物の知能

第３週 国旗の絵の意味

を知ることで異

文 化 を 理 解 す

る。また、自分

の旗を作ること

で、自己肯定す

る。

① TPR；Make Shapes（隣の人と形を作る）

② 歌；I see a star.を歌う。

③ 各国の国旗について知る（色や形にそれぞ

れ込められた意味を知る。）

④ 自分の旗作り

⑤ 班で自分が作った旗を発表しあう。

⑥ 班の中でナンバーワンを決めて、みんなの

前で発表させる。

言葉の知能、数と

論理の知能、芸術

の知能、身体の知

能、音楽の知能、

人間関係の知能、

自分を理解する知

能、自然と博物の

知能

第４週 日本にはない行

事を知ることで

異文化体験をす

る。

① 教師が仮装して自己紹介する。

② チャンツ；Halloween Colorsをする。

③TPR;Listen and Do 

④ 手形ジャコランタン作り

⑤ 振り返り　Class Survey（子どもたちに

ハロウィーンのときにどんな仮装がしたい

か聞く。）

言葉の知能、芸術

の知能、身体の知

能、音楽の知能、

人間関係の知能、

自然と博物の知能
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【45分の授業計画】　１／４

第１週 目標：動物と色を関連づけて聞くことで、動物や色の言い方に慣れ親しむ。

進行 活動名と内容 準備するもの 多重知能
１. Warm-up

５分

自己紹介 ・写真 言葉の知能、芸術の知

能、人間関係の知能

２.活動１

15分

Brown Bear, Brown Bear, 

What Do You See？を読む。

（読むときに動物と色に注

目しながら進める。）

・ Brown Bear ,  B rown 

Bear, What Do You See?

の絵本

言葉の知能、数と論

理の知能、芸術の知

能、身体の知能、人

間関係の知能、自然

と博物の知能

３.活動２

10分

I see a brown bear ゲーム

（ダイスゲーム）

大きめのサイコロ（bear, bird, 

duck, horse, frog, catの面）

・ 絵カード（bear, bird, duck, horse, 

frog, cat）×２※マグネット付

言葉の知能、数と論

理の知能、芸術の知

能、身体の知能、人

間関係の知能

４.活動３

10分

I see~ ゲーム

（ダイスゲーム）

・ サイコロを１グループに二

つ用意する（①のサイコ

ロの面は動物＝bear, bird, 

duck, horse, frog, cat/②の

サイコロの面＝brown, red, 

yellow, blue, green, purple）

言葉の知能、数と論

理の知能、芸術の知

能、身体の知能、人

間関係の知能

５.振り返り

５分

Class Survey

どのページの絵が好きか聞く

・ Brown Bear, Brown Bear, 

What Do You See?の絵本

言葉の知能、芸術の知能、人間関

係の知能、自分を理解する知能

【45分の授業計画】　２／４

第２週 目標：当たり前だと思っているものが国によって違うことを知る。

進行 活動名と内容 準備するもの 多重知能
１. Warm-up

10分

Brown Bearをきらきら星の

メロディーで歌う。

・ Brown Bear ,  B rown 

Bear, What Do You See?

の絵本

言葉の知能、芸術の

知能、身体の知能、

音楽の知能、

２.活動１

10分

仲間集め；Find the Same Color

説明：同じ色の仲間を探す。

自分の持っている色を小さい

声で呟きながら仲間を探す。

・ 赤、青、黄色、緑、白の

物を用意する。（一つにつ

き８個は用意）

言葉の知能、数と論

理の知能、芸術の知

能、身体の知能、人

間関係の知能

３.活動２

10分

Listen and Match（Brown 

Bear, Brown Bear, What Do 

You See?に出てくる色と動

物の組み合わせえを応用す

る）※活動１でできたグルー

プで活動する。

説明：黒板に１～10までの

数を書き、順番に神経衰弱の

要領で子どもたちに聞いてい

く。全部の数が揃うまで続け

る。

言葉の知能、数と論

理の知能、人間関係

の知能
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４.活動３

10分

世界のポストの色のクイズ

※活動１でできたグループ

で活動する。

説明：パワーポイントを開い

て、最初に信号の色を当てさ

せる。７か国のポストが出て

くるので、先にどこの国かを

伝えてから何色か考えさせる。

・パソコン

・パワーポイント

言葉の知能、数と論

理の知能、芸術の知

能 、 人 間 関 係 の 知

能、自然と博物の知

能

５.振り返り

５分

Class Survey

どのポストが一番好きか聞く。

・パソコン

・パワーポイント

言葉の知能、芸術の知

能、自分を理解する知

能、自然と博物の知能

【45分の授業計画】　３／４

第３週
目標：国旗の絵の意味を知ることで異文化を理解する。また、自分の旗を作るこ

とで、自己肯定する。

進行 活動名と内容 準備するもの 多重知能
１. Warm-up

５分

TPR；Make Shapes（隣の人

と形を作る。）

説明：黒板にstar,  circle , 

square, rectangle, triangleの

図形を書く。隣の人とstar, 

circle, square, rectangle, tri-

angleを体を使って作る。

言葉の知能、身体の

知能、人間関係の知

能

２.活動１

５分

歌；I see a star.を歌う

説明：歌に出てくる図形を

手で表現する。

言葉の知能、身体の

知能、音楽の知能、

人間関係の知能、自

分を理解する知能

３.活動２

10分

各国の国旗について知る（色

や形にそれぞれ込められた意

味を知る。）

説明：日本、中国、南アフリ

カ、カナダ、イタリアの国旗

の色や形の意味を考える。

・国旗の絵カード

・地図

言葉の知能、数と論

理の知能、芸術の知

能 、 人 間 関 係 の 知

能、自然と博物の知

能

４.活動３

20分

自分の旗作り

説明：自分の好きな色、物

を書かせる。次の活動で発

表することを伝えて、説明

できるようにさせる。

・白紙（40枚程度）

・色鉛筆

芸術の知能、身体の

知能、自分を理解す

る知能

５.振り返り

５分

班で自分が作った旗を発表し

あう。

班の中でナンバーワンを決め

て、みんなの前で発表させる。

言葉の知能、芸術の

知能、人間関係の知

能、自分を理解する

知能
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【45分の授業計画】　４／４

第４週 目標：日本にはない行事を知ることで異文化体験をする。

進行 活動名と内容 準備するもの 多重知能
１. Warm-up

５分

教師が仮装して自己紹介す

る。

Halloweenの仮装 言葉の知能、芸術の知

能、人間関係の知能

２.活動１

10分

チャンツ；Halloween Col-

orsをする。

参考文献；Holiday JAZZ 

CHANTS P63参照

説明；最初に全員でジェス

チャーを入れながらチャン

ツをする。次に子どもたち

の中から11名出てきてもら

い、絵カードを渡す。チャ

ンツの中で自分の持ってい

る絵カードの物が出てきた

ら絵カードを上にあげる。

残 り の 子 ど も た ち は 、 絵

カードを指さす。

・ 参考文献；Holiday JAZZ 

CHANTS P63参照

・ 絵カード　計11枚（Black 

cat, Orange pumpkin, 

White ghost, Green-eyed 

monster ,  B lack cats , 

Witches’ hats, Jack-o’

-lanterns, Black, Orange, 

White, Green）

言葉の知能、芸術の

知能、身体の知能、

音楽の知能、人間関

係の知能

３.活動２

10分

TPR;Listen and Do 

説明：下に書いてある〝I’m a 

ghost.”動作を教師が行い、子

どもたちと一緒に動作をする。

１, Pick up a sheet.

２,  Make two holes in the 

sheet.

３,  Put the sheet over your 

head.

４, Go to a friend’s house.

５, Knock on the door.

６, Say “Trick or Treat!!”

７, Get some candy.

８, Eat the candy.

言葉の知能、身体の

知能、人間関係の知

能

４.活動３

15分

手形ジャコランタン作り

説明：１人２枚（クラス40人

として）のオレンジ、黄色の

折り紙を渡す。子どもは折り

紙を手の形に切って、教師が

のりでジャコランランタンの

形を作りながら台紙に貼る。

はさみ

のり

折り紙、計80枚程度（オレ

ンジ、黄色）

台紙（黒）

言葉の知能、芸術の

知能、身体の知能、

人間関係の知能

５.振り返り

５分

Class Survey（子どもたち

にハロウィーンのときにど

んな仮装がしたいか聞く。）

言葉の知能、人間関

係の知能、自分を理

解する知能
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　以上の授業案を作成するにあたって３つのことを意識した。１つ目は、１つのアクティビティの中に１

種類の知能だけではなく、複数の知能を含めること。１章でも取り上げたが、８つの知能を万遍なく使っ

たバランスのよい授業をすることによってより多くの子どもが成功感を味わえ、英語学習に対する苦手意

識は軽減される。

　２つ目はゲームを授業に取り込む際、競争的に使うか、協調的に使うかということである。子どもたち

は、ゲームをするとポイントを得たり、勝ち負けが決まるのが当然と思っている。英語の練習のために

ゲームを取り入れる教師も、ゲームには勝敗があるのは当然と考えがちである。ゲームの競争性を、子ど

もの英語学習の動機付けにするのは、時には効果があるが、language activitiesとしてのゲームは、す

べての子どもが平等に練習する機会を得るようにデザインしなくてはならないため、競争的ゲームより協

調的ゲームのほうが、子どもの成長に役立つと考える。そのため今回の授業案では競争的に使う場合も子

どもたちが平等に練習する機会を奪わないように気を付けながら作成にあたった。

　３つ目は学習スタイルに気を使うことである。私たちは、学習するとき身体全体を使う。大きく分けた

場合、目と耳と筋肉を使う。つまり、視覚、聴力、運動感覚を使う。これらをどのような割合で使うかは

一人一人異なっている。また、人によって得意な学習スタイルがあるため、この３つの学習スタイルをき

ちんと取り入れた授業準備を行った。

　これらのことに注意しながら授業案を作成することが、幅広い学習スタイルの提供と分かりやすい授業

へと繋がっていくと考える。

第３章　小学校インターンシップ
　2013年７月から11月にかけて、児童英語教育実習論の講師に同行し、学生ボランティアとして新潟市

立青山小学校でインターンシップを経験させて頂いた。２年生、約40人の通常学級で１回授業に参加さ

せてもらい、それ以外は１年生から６年生混合のあおば学級という10人の特別支援学級に参加させても

らった。青山小学校のインターンシップでは、授業見学だけではなく、特別支援学級で実際に子どもたち

の前で授業をさせてもらえる機会も頂いた。

　児童英語教育概論の授業では授業案を作成し、それを子ども役の大学生を相手に授業をするということ

を数多く実践してきたが、特別支援学級で１回目に授業を行った際、事前準備として何回も練習したにも

かかわらずなかなか思うようにいかなかった。この最初の授業ではTPR（Total Physical Response）

を活用したアクティビティを行った。TPRとは身体の動きを通して「聞くことの」の能力を発達させる

方法である。 例として、教師が“Touch your head.” などの指示を出した場合、子どもはそれに身体

で反応する。このアクティビティで期待していたことは、教師が出した指示を聞いて身体で反応すること

だったが、特別支援学級の子どもたちにとって、聞くだけというこのアクティビティは日本語で行っても

難しいものであったようだ。

　自分たちの失敗をふまえながら講師と担任の先生の授業を見学していると、子どもへの対応や細かく丁

寧な説明、またアクティビティに使う道具が目についた。第２章で述べたように、視覚、聴力、運動感覚

を使った学習スタイルに気をつけながら授業計画を立てなければならないと実感した。そして、どれか１

つの学習スタイルを取り入れるのではなく、この３つの学習スタイルすべてを取り入れなければ授業を進

行していくのは難しいと感じることが多かった。

　特別支援学級は人数が少ないため、一人一人の子どもと接する機会が多い。そのため、一人一人の得意

な学習スタイルや知能が通常学級に比べて分かりやすく、中には特定の得意な知能分野において非常に秀
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でている子どもが多いことに気づいた。しかし、得意な知能も不得意な知能も通常学級よりも個人差が大

きいため、授業計画において、子どもたちの知能をふまえた幅広い知能を使ったアクティビティを作成す

る必要がある。

おわりに
　以上の理論と実践を通して、外国語活動を行う上で多重知能理論（MI）を使った授業案作成は、より

良い外国語活動と子どもの学習意欲向上に結び付くものであると考える。

　小学校のインターンシップへ参加したことにより、多重知能理論の８つの知能を使った授業を実際に

行ったり、先生方の授業を見学することができたのは貴重な経験となった。　

　これから中学校、高等学校と英語学習を続けていくことを考えれば、小学校から英語に苦手意識を持た

せてはいけない。そのため、英単語や熟語などを学ぶのではなく、歌や絵本、ゲームなどを使い英語学習

の中に楽しいと感じられるものを取り入れ、勉強していると感じずに自然に英語を話しているという環境

づくりが大切なのではないだろうか。

　また、授業作成にあたって、自分の作った授業は日本語で行っても楽しいものなのか、どれか１つの知

能に偏らず多くの知能を使ったバランスの良い授業を計画しているか、など気を使わなければならないこ

とは多いだろう。しかし、これらに注意を払い、授業案における多重知能の配分を考慮することよって、

子どもの英語学習はより良いものとなっていき、子どもの自信へとつながっていくと考える。
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The Importance of Multiple Intelligences
 for Activities in Learning English

10L063 Akari Tanabe

<Abstract>
    Many people believe being smart is all about getting good grades and high test scores at 

school. Being smart isn’t only about getting good grades, scoring well on tests, and 

memorizing stuff. In fact, there are many other ways to be smart―through art, music, 

athletics, nature, emotions, and ways of getting along with others, which Howard Gardner 

named “Multiple Intelligences”. He classified them into eight fields:  Linguistic Intelligence 

(Language Smart or Word Smart), Musical Intelligence (Music Smart), Logical-Mathematical 

Intelligence (Logic Smart), Spatial Intelligence (Art Smart or Picture Smart), Bodily-

Kinesthetic Intelligence (Body Smart), Inter-personal Intelligence (People Smart), 

Intrapersonal Intelligence (Self Smart), Naturalist Intelligence (Nature Smart). At school, 

children tend to be graded mainly according to their linguistic and logical-mathematical 

intelligence. However, if they are given some opportunities to make good use of their 

Multiple Intelligence, they will be able to learn more effectively.  In this thesis, the idea of 

the Multiple Intelligence will be introduced, and then I will show how it is adaptable and 

meaningful in language activities in English class at elementary school. 

(卒業論文指導教員　外山節子・杉村使乃)




