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１．問題点と授業のねらい

⑴コミュニケーションの道具として語学をとらえる
　学校の教科として語学を学ぶと、外国語を身につける
ということはどういうことなのかをあまり考えることも
なく、学校の先生の言われるままに、またペーパーテス
トの点をよくするためにといった理由で、他の教科の勉
強と同じような学習方法をとるようになる。コミュニ
ケーションの道具としての語学という観点で見ると、実
践性に欠けた知識の獲得だけに偏った学習方法をとる生
徒が見られる。コミュニケーションという観点の欠けた
学習方略の固着ともいうべき事態が見られる。

⑵学びの枠を広げ、新たな学びの方法の発見や気づきを
促す

　コミュニケーションの道具としての外国語を学ぶ方法
として自己の学習法や学校での授業が適しているかにつ
いての判断基準をもたせることができる。外国語学習に
関する学習方略について幅広い知識を得ることで、自ら
の学習の仕方や成果について認知でき、学習を自分で制
御することができる能動的学習を促進させ、学習方略の
質を高めることができると考える。

２．メタ認知とは

　メタというのは、より高次のという意味であり、これ
が「認知」と結びついてメタ認知ということばになっ
た。ジョン・フラベル（1979）がメタ記憶という語を生
みだし、それから派生してメタ認知の研究が盛んに為さ
れるようになった。フラベル自身がメタ認知とは、自分
自身の思考や認知についての思考であると言っているよ
うに思考、知覚、行為などの通常の認知活動をより高い
レベルからとらえた認知をメタ認知という。自分の思考
や知覚や行為を意識しようとする行為のことを指す。
　英語学習において例を挙げるなら、英単語を覚えた
り、英文を日本語に訳して意味を理解したり、英文を何
度も音読して音読スキルを上げようとしたりするなどは
ふつうの認知活動である。これに対して「英単語は対訳

式に１つ１つ覚えるよりは、文脈の中で覚えるほうが効
果的である」とか「全文を和訳するより、複雑な構造の
文のみを和訳するほうが理解の時間を節約になり効率的
だ」などという個人の知的機能をどう使うかがメタ認知
といってもよいだろう。
　メタ認知は３つの側面を持っている。すなわち、メタ
認知的知識、メタ認知的モニタリング、メタ認知的コン
トロールである。
　メタ認知的知識とは認知についての宣言的知識と言え
る。事実、信念、エピソードなど言葉で述べることがで
きる。
　メタ認知的モニタリングとは、認知活動の進捗状況を
評価することである。
　メタ認知的コントロールとは、認知活動の中断あるい
は継続を判断したり、途中で変更したりする調整的に機
能することを言う。
　本稿では、高校生の英語学習のメタ認知的知識の枠組
みを従来の知識偏重型学習方法からコミュニケーション
獲得型の学習方法への変換ないしは拡張を図るべく、科
学的根拠をもとにした言語学習に関する学説を少人数編
成のグループ学習で輪読させる。

３．「外国語学習の科学」（白井恭弘著）の内容
紹介

 「外国語学習の科学」（白井
恭弘著、岩波新書）【左の写
真】を高校２年生（１クラス
は約13名で３クラス）に読ま
せ、内容について議論へと展
開させた。
　この本は外国語学習の教
授・学習のメカニズムについ
て学術的な研究から得られた
成果をもとに書かれたもので
ある。とりわけ第二言語習得（Second Language 
Acquisition=ＳＬＡ）研究という1960年代からの新しい
学問分野の発達に伴って解明されつつある成果を紹介し

高校生の英語学習のメタ認知的知識の自己再構築
－学校設定科目ＳＬＰの「多文化コミュニケーション学」での試み－

Ⅶ．特別研究：英語科、ＳＬＰⅡ

【キーワード】　英語学習法　メタ認知的知識の枠組みの拡大

【抄録】　「外国語学習の科学」（白井恭弘著、岩波新書）を高校生が読むことで、コミュニケーション重視の言語学習
に関するメタ認知的知識の枠組みを広げ、現在の自己の英語学習方法を学習目的に沿うものにさせる手だてとした。
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ながら、英語が中心ではあるが、外国語全般の習得・学
習を客観的かつ科学的に分析している。内容はプロロー
グに始まり、
第１章　母語を基礎に外国語は習得される
第２章　なぜ子どもはことばが習得できるのか
第３章　どんな学習者が外国語学習に成功するか
第４章　外国語学習のメカニズム
第５章　外国語を身につけるために
第６章　効果的な外国語学習方法
あとがきという構成である。この本を章ごとに参加者全
員が授業前に家庭で読み、毎回レポート担当者（複数
名）が内容を報告し、皆で読んだ内容を確認する。その
後参加者は、レポーターから提示されるテーマで討論を
行う。討論は全体またはグループで行い、最後に意見や
感想を述べる。これを６回行い、一冊を読み終える。

４．名大附属高校の新教科（ＳＬＰ）の授業
　　「多文化コミュニケーション学」について

　名大附属高校はＳＳＨ指定校として平成17年より平成
22年まで理数科教育の研究を行った。現在さらに５年の
ＳＳＨ指定校となった。
　その中で学校設定科目としてＳＬＰ（Science Literacy 
Project）Ⅰ、Ⅱを置いた。ＳＬＰⅠは中学の選択科目
で「もの作り」を主テーマに理科、数学はもちろん技術
家庭科、国語、英語、音楽など教科の内容を広く浅くか
つ実演、実習を主体にした教育内容で実施している。Ｓ
ＬＰⅡは高校生を対象として、高１では理数の内容であ
る。高２では人文、社会科学をも「サイエンス」に含む
という方針で「多文化コミュニケーション学」を展開し
ている。クラスを３人の文系教科教員で受け持ち（22年
度は国語、美術、英語）、各自が関連することを教える。
私は白井恭弘著「外国語学習の科学」を輪読形式で読ま
せる指導を行った。

５．授業実践

⑴指導計画
第１回：授業者（鈴木）が本の内容を「プロローグ」を

通して概要を説明し、授業目的、授業方法につ
いて紹介し、授業参加者を募る。

第２回：第１章　英語の学習法についての事前調査を授
業の冒頭で行った後、授業者（鈴木）
が準備したレジュメに沿って、レポー
ター役となって第1章を説明する。こ
れによって授業方法を例示することが
できる。論点を絞った討論とふり返り
レポート作成。レポーターの指名、割
り振りを行う。次章を読んでくること
を指示する。

第３回：第２章　指定レポーターによる報告と討論、ふ

り返りレポート
第４回：第３章　指定レポーターによる報告と討論、ふ

り返りレポート
第５回：第４章　指定レポーターによる報告と討論、ふ

り返りレポート
第６回：第５章　指定レポーターによる報告と討論、ふ

り返りレポート
第７回：第６章　指定レポーターによる報告と討論、ふ

り返りレポート、夏休みの課題につい
て説明

夏休みの課題：全体テーマ「コミュニケーション」や言
語コミュニケーショングループで学んだ
ことに関連するテーマについて文献（イ
ンターネットを含む）研究かフィールド
ワーク研究を行う。

第８回：夏休みの課題研究発表会（言語文化コミュニ
ケーション部内）

第９回：夏休みの課題研究発表会全体会（各部門の代表
による発表会）、事後調査

⑵授業の方法
　白井恭弘（2008）「外国語学習の科学」【岩波新書】を
生徒に読ませて、外国語を身につけるということはどう
いうことかを科学的・実証的なアプローチを通して考え
させた。２～３名のグループで事前に各章ごとにまとめ
て、教室でレポート発表を行い、その内容をもとに活発
なディスカッションを行った。ディスカッションは発表
グループが考えたフォーカスポイントをもとに行われ
た。授業の終わりに「なるほど日記」という振り返りレ
ポートに学んだことや感想を書いた。夏休みの課題では
言語学習や異文化理解を含む内容について文献研究や
フィールドワークを行い、９月に発表会を行った。

――――――――１時間の授業の流れ――――――――
家庭で本を読み（全員）、指定レポーターはレジュメを
準備する。 ＜家庭学習＞

↓
レポーターが内容を紹介する
　（レポート担当者：複数２～３人） ＜20分＞

↓
ポイントを決めて議論する「フォーカスポイント」
　（参加者全体・グループ別） ＜20分＞

↓
ふり返りレポート「なるほど日記」
　（参加者個々） ＜10分＞
―――――――――――――――――――――――――

　各章に担当者が割り当てられ、レジュメ【資料１】を
作成し口頭によるレポート報告を行う輪読形式の授業を
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行う。参加者各自は家庭で本を読んで来ているので高校
生にはやや難しい内容だが、この報告で復習になった
り、分かりづらかったところが、他の人の説明でわかる
ようになったりする。レポート報告の後、議論を行う。
議論の話題はレポーターが自分の観点から、自由に決め
ることができる。そして論点を提示する。私達はこれを
「フォーカスポイント」と称している。全体またはグ
ループによる討論が、フォーカスポイントについて討論
を行う。グループ別討論では、グループ代表者が討論後

に帰属グループの話し合いのようすを全体に報告する。
その後各自でふり返りレポート「なるほど日記」【資料
２】を書く。
　第８、９回は夏休みに調べたことを発表する。８回で
各グループのメンバーが規定の様式の発表ポスター【資
料３】を準備し、全員が発表した。グループごとに、相
互採点により９回目の合同発表会の発表者を３人選出す
る。選ばれた３人の発表タイトルは表１の通りであっ
た。

【表１：各グループの代表発表タイトル】
Ａ組 Ｂ組 Ｃ組

外国人力士はなぜ日本語が上手いのか NISEI WEEK FESTIVAL in Los Angels 人工言語
日本語と外国語の壁 中国と日本と私 スポーツ選手の外国語学習

翻訳の世界 留学生へインタビュー
―アジア― 異文化に飛び込んだ３週間

　必ずしも「外国語学習の科学」に直結した内容ではな
いが、この科目のタイトルである「多文化コミュニケー
ション」の内容との相関を保つものではある。

⑶「なるほど日記」の記述に見られる授業での生徒の変
化

　授業を受けた一人の生徒の「なるほど日記」の記述を
見ることにする。

【表２：「なるほど日記」（ふり返りレポート）に現れ
た生徒（ｎ＝１）の授業理解度や変化】

１章：日本語は英語と距離があり、習得にハン
ディキャップがあるというのは少し残念だ。ある
程度文法を理解して英語が話せるとしても、文化
の違いにより応答のしかたが違うので話せるよう
にはならないかもしれない。外国語を習得すると
きは文化を学ぶことも大切だと知った。また第2
言語を習得することは難しいと感じた。英語を勉
強していて、日本語による干渉は幾度となくあ
り、なるほどと思った。
２章：年齢とともに環境も変化してくるので、比
較するのは難しいのではないか。結局は年齢や環
境によって変わる気持ちの問題ではないか。それ
を得なければ生きていけないような環境に居れ
ば、羞恥心もなくなるだろう。
　１才までなら世界の言語を区別できる能力をも
つが、それ以降は効率よく情報処理するために脳
が区別できる能力を無視するようになることを知
り、驚いた。ただ様々な角度から研究されている
のだが、習得についての基準がなく、あやふやな
ところもあるようだ。母語から外国語への置き換

えと外国語を直接認識するのとでは情報処理能力
の違いが出るというのは確かにそうだと納得でき
た。
３章：ルールを学んでから第２言語を習得しよう
とすると、日本語を介して頭の中で処理するから
習得が遅れるというＴ君（第３章発表者）の意見
はなるほどと思った。母語と第２言語は違うもの
であるが、習得への入り口としては赤ちゃんのと
きに周りにいる人々の話しかたをまねして母語を
習得するように、「ルールに慣れる」から入った
方が習得しやすいようだ。英語を使う場面を想像
すると、しゃべるということが一番多いので、伝
えたい内容をことばにしようとするとき文法を介
して伝えるというのは処理に時間がかかると思
う。発音のことなども考えると、「ルールに慣れ
る」を重点に置いた方がいいと思った。しかし
「ルールを学ぶ」も正しい言語の使い方を習得す
るうえで欠かせないと思うので、ある程度バラン
スをもって習得すべきだと思った。
４章：インプット仮説か自動化モデルかどちらが
効率よく外国語習得につながるかは一概に言えな
いと思うが、インプット仮説では、習得しようと
している人の習得しようという「気持ち」が、自
動化モデルより大きく左右すると思った。なぜな
ら「習得はメッセージを理解することによっての
み」起こるとあるから、それをどれだけ理解しよ
うとするか、よほどがんばらない限り、細かい文
の構成などが理解できず、相手の言うことが理解
できても、それを自ら伝えるということが困難に
なると思った。ただなるほどと思ったことは、自
動化モデルは「反復練習による自動化で無意識に
使う」というものであるが、部活の素振りなどと
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　同一生徒が「なるほど日記」に書いたレポートを第１
回から第６回まで順を追って並べてみた。
　現在の自らの英語学習の問題点を読んだ内容と照らし
合わせて、改めて問題点が明確になるにつれて、解決へ
の志向が見られる。また言語の習得には文化への理解も
伴うものであることや自己学習の方法や学校での授業方
法の改善の新たな視点が、とくに第５、６章を読み進め
ていくなかで得られていくのがわかる。
　第２章で「インプット仮説か自動化モデルか」という
点で、この章のレポーターはディスカッションのポイン
トを提示した。それぞれが自己の経験などを踏まえて、
感想を書いているのが、他の生徒の考えにうなずくなど
の生徒間の相互作用も見られる。

【表３：質問内容】

６．考察

⑴事前・事後質問紙調査の量的データの分析
ａ．ｔ検定の結果
　英語学習に対する態度、英語能力の自己把握、英語学
習方法の価値観、授業外英語学習への志向に関する次の
20の質問（表３）を事前に行い、事後に同一の質問を
行った。５件法による回答を行わせ、各質問の事前・事
後の得点についてｔ検定を行った。その結果英語学習態
度における「英語学習に対する自信」（両側検定：
t(37)=2.16，.01<p<.05）と、授業害の英語学習への志
向における「英語の授業外で英語を読む」（両側検定：
t(37)=1.98，.01<p<.05）についてプレ調査とポスト調
査で有意な差が認められた（表５参照）。この授業を受
けて生徒たちは、英語学習の新たな方法について知見を
得て、また従来の方法や新たな方法に対する自分の意見
や考えをもつことができたことにより、英語学習への自
信となったようである。さらに英語の授業だけでなく
authentic materialとして英語の読み物を、授業外で読
むことに関心を持つにようになったと推測される。

ても似ていることが思い浮かび、言語習得に限ら
ず様々なことでも言えるだろう。学校の授業は自
動化モデルに重点を置いてやっていると言える
が、自分はこれで教えてもらっているので、そっ
ちが効率よく習得できることを期待する。
５章：コミュニカティブアプローチはなるほどと
思えるものだった。単語のみで意味を理解する方
法とある程度文法も知識として頭に入れておくと
いうバランスがインプットでは大切でそれがアウ
トプットにつながると思った。多分母語を習得す
るとき、幼いときは単語のみで意味を理解（言っ
ていることを理解）していたのだが、だんだん文
法を理解することによって母語を話しているのだ
と思う
６章：自分は学習方法についていろいろ悩んでい
るが、６章が一番参考になった。そして学校教育
現場に少し疑問を持った。最終目的は英語で外国
の人と話すことができるようになるというのに、
文法的なことばかりで（確かに文法も大事だと思
うのだが）実践的な学習が少ない気がする。もっ
と英語と接し、インプット、アウトプットを何回
も行える環境を作ってほしいと思った。６章では
自分にあった学習方法を選ぶことについて触れて
いたが、動機付けについて自分はもっと考えたい
と思った。もっと英語に対する学習を楽しまなけ
ればならないと思った。

　　○自分は英語を読む力がある。
　　○自分は英語を書く力がある。
　　○自分は英語を話す力がある。
　　○自分は英語を聞く力がある。
英語学習方法やその価値観
　　○文法学習が大切である。
　　○語彙力増強が大切である。
　　○じょうずに発音できることが大切である。
　　○速読が大切である。
　　○精読が大切である。　
　○聞いてわかるようになることが大切であ

る。
　　○学校での授業は大切だと思う。
授業外英語学習への志向
　○海外のこと（できごとや文化、社会など）

を知りたい。　
　○英語の授業以外で英文を読むことがある。
　○時間の使い方はうまい方である。
　○英語以外にも他の言語を学習したい。
　○自分の将来の見通しは持っている。
　○他者とのコミュニケーション能力はある方

である。

英語学習態度
　　○英語は好きな方である。
　　○英語学習は楽しい。
　　○英語には自信がある。
英語能力の自己把握・有能感
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ｂ.　探索的因子分析＜参考＞
　生徒の英語学習への志向性を見るために、プレ・ポス
ト調査は同一のものであるので、調査対象数を２倍して
n=76として探索的因子分析を行った。英語学習に関し
て20の質問項目に対して、主因子法、バリマックス回転
による因子分析を行った結果、スクリープロット上固有
値１以上で５因子を得た。しかし累積説明率は53.03％
と低く、解釈上は参考程度とする。結果を表５に示す。
　固有値の変化の様子などから3因子を採用した。第１
因子は項目２、 13、７、18、10、１、17に負荷量が高い
ことから「英語有能感因子」、第２因子は項目16、６、
４、15、14、20、12、8に負荷が高いので「英語価値期
待因子」、第３因子は項目５、３、11に負荷が高いので
「英語技能因子」と名付けた。
　第１因子を構成する項目から、英語の「聞く・話す・
読む・書く」の４技能に全般的に自己の能力を高いと考
え、自信をもっていると言える。授業以外の英語教材を
読んでみようと思うなど英語学習へ積極的なようすが窺
える。第２因子を構成する項目では、英語には好感を持
ち、楽しく学習しており、「～したい」という英語への
期待感や、「～が大切」という価値観が見られる。第３
因子を構成する要素を見ると、英語に関する技能のうち
でもその場ですぐに英語を理解したり、産出したりする
技能に重視する姿勢が見られる。

【表４　プレ・ポスト調査ｔ検定の結果】

質　　　問 プレ調査 ポスト調査 ｔ検定結果
（df＝37）

平均値 SD 平均値 SD t値 p値
１　時間の使い方はうまい方である。 2.39 1.06 2.42 .90 .21 .84
２　自分は英語を書く力がある。 2.37 1.00 2.50 1.12 .96 .34
３　英語はじょうずに発音できることが大切である。 3.94 .97 4.05 .97 .66 .51
４　海外のこと（できごとや文化、社会など）を知りたい。 4.26 .36 4.21 .77 .44 .66
５　英語は聞いてわかるようになることが大切である。 4.21 .33 4.29 .54 .62 .54
６　英語学習は楽しい。 3.69 1.14 3.71 1.51 .19 .85
７　自分には英語を聞く力がある。 2.42 .74 2.63 .94 1.31 .20
８　英語は文法学習が大切である。 3.82 .64 3.87 .82 .39 .70
９　自分の将来の見通しは持っている。 3.82 1.48 2.92 1.59 -1.14 .26
10　自分は英語を読む力がある。 2.74 .90 2.71 1.08 -.18 .85
11　英語は速読が大切である。 3.42 .63 3.42 .84 -.00 1.00
12　他者とのコミュニケーション能力はある方である。 3.00 1.19 2.95 .97 -.37 .71
13　英語には自信がある。* 2.16 1.00 2.39 1.11 2.16 .03
14　英語は学校での授業は大切だと思う。 4.11 .69 3.97 .67 -0.87 .39
15　英語以外にも他の言語を学習したい。 3.82 .97 3.82 1.61 .00 1.00
16　英語は好きな方である。 3.61 1.43 3.63 1.75 .22 .83
17　英語の授業以外で英文を読むことがある。* 3.21 1.36 3.63 1.75 1.98 .05
18　自分は英語を話す力がある。 2.34 .83 2.53 1.07 1.23 .23
19　英語は精読が大切である。 3.37 .89 3.26 .90 -.67 .51
20　英語は語彙力増強が大切である。 4.03 .40 4.16 .46 1.04 .30

【表５】因子分析の結果

項　目
因　　子

1 2 3 4 5
質問02 .809 .298 .095 .162 -.187
質問13 .711 .361 .121 .238 .105
質問07 .710 .076 .059 -.192 .094
質問18 .708 .092 .143 .053 -.002
質問10 .700 .254 .059 .346 .118
質問01 .494 .181 .367 .039 .400
質問17 .463 .276 .270 -.080 -.260
質問16 .301 .872 .088 .025 -.171
質問06 .280 .798 .188 -.108 -.106
質問04 .114 .612 .130 -.234 .226
質問15 .047 .594 -.170 .115 .253
質問14 .236 .502 .035 .115 .018
質問20 .025 .429 .228 .077 -.275
質問12 .333 .424 .168 .190 .189
質問08 .192 .418 .286 .295 -.111
質問05 .044 .221 .694 -.019 .044
質問03 .119 -.022 .556 .060 -.026
質問11 .121 .053 .486 .153 -.018
質問19 -.061 -.120 .244 .740 -.172
質問09 .213 .154 .010 .568 .198

累積説明率％ 17.90 34.95 42.94 49.80 53.03
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⑵事前・事後調査のうち記述部分の変化
事前・事後の質問紙による調査に「どのように英語の学
習をしているか」「どのような将来像をもっているか」
という質問に記述で答えさせた。はっきりと違いが現れ

た生徒がいた。下表はプレとポスト調査の英語学習に関
する全記述である。下線をほどこした部分の記述に、英
語学習法に対して見方に本授業の影響が見られる。

【表３：プレ調査とポスト調査での記述部分の変化】（ポスト調査で影響の現れた部分に下線を引いた）
生徒 プレ調査 ポスト調査

１ 単語を覚えたり、文法的なことを教科書で勉強する。
長文もたまには読む。

単語量を増やすこと。長文をできるだけ速く読む力を
つける。リスニング力を身につける。

２ 長文を読みながら文法事項・単語・熟語などを中心に
学習している。

今回言コミの授業を受けてきて、英語学習方法を知っ
たので、実践してみようと思います。今までのことを
すべて改善するというよりは、いろいろな方法で試し
てみて、自分に合う方法を取り入れていきたい。

３ 単語と教科書の文を全部覚える。文法も覚える。
長文などの実践的な技術を磨きたいと思う。英語で書
かれた本、新聞などを読むテクニックを身に着けた
い。教科書英語から脱出する。

４
英語の授業の復習や予習。ＮＨＫの英会話テレビを見
ている。塾で長文を読んだり、文法を学んだりしてい
る。

言コミで学んだインプット（聞く・読む）とアウト
プットの両立を心がけたい。英文を読むことがあって
も、聞く機会はテレビの英会話番組を見ることしかし
ていないので、リスニングＣＤを買って、英語を耳に
慣れさせて学習したい。

５
英単語を覚えたり、参考書を読んで文法の学習をす
る。また長文を読んで、素早く理解できるようにす
る。

文法的な面だけでなく、聞くこと・読むことを大切に
して勉強していきたい。

６ 教科書の反復。 単語をもっと覚えねばと思う。

７
洋楽を聞いたり、映画を吹き替えなしで見たり、洋書
を読んだり、生活の中に英語を取り入れてみる。また
アメリカのＴＶドラマ等を見たりして英語に親しむ。

今回の授業で文法学習も大事だが、机に向かってただ
勉強するだけでは英語は上手くならないと気づいた。
日々使ってみたり、聞いたり、毎日英語と触れ合うこ
とも立派な英語学習だと思った。私も今後の英語学習
を少し改善する必要があると思う。

８ 学校での授業とそれの予習、復習。単語帳の使用。 勉強時間の確保。語彙力の増強。英文の精読・速読
力。構文の暗記。熟語表現の暗記。

９
学校での英語の授業の予習・復習、辞書で単語を調
べ、教科書の内容を考えたり、文法書で文法のことを
覚えるようにする。

ただ単に英文法を覚え、単語の読みを学習し、熟語を
覚えるだけでなく、本当のネイティブに近づくための
勉強をするように心がけている。コミュニケーション
能力の方が大切だと思う。

10 文法書を読んだり、問題集やったり。 改善と言うか、ちゃんと取り組もうと思いました。
11 授業。単語帳。リスニング。 家での勉強時間を極力作る。単語の知識を増やす。

12 電車内で単語帳をする。文法問題を解く。

英文を読む時、黙読するのではなく、発音を意識して
声に出して読んで、実用性を高めたい。また、授業で
受けたような学習法のうちいくつかを実践してみた
い。

13 とくになし。 とくにない。
14 単語、英文を読むなど。 文法が終わった後は語彙を増やすことに専念したい。

15

学校で出された宿題くらいしかやっていません。あと
は妹とかに自分の分かる範囲で教えることくらいで
す。だから英作とかはかなり苦手です。前、海外に住
んでいた時は、近所の人と少し話すことなら、してい
たと思います。

まず英語が嫌いという考え方をなくさないといけない
と思う。後はもっと英語が話せるように、授業はちゃ
んと聞かないといけないと思った。

16 学校のテキストを読む、訳す、問題を解く。単語を覚
える。小説の英語のＣＤを聞く。

聞き取ったり、話すということがあまりできないので
そこを改善したい。

17

リーダーの授業やライティングの授業で勉強していま
す。リーダーで扱う長文をノートに書き、その文の文
法事項をまとめている。例えばＳＶＯＣ（Ｍ）などを
振ったり、ここは関係詞が使われるとか。

文法だけでなく、アウトプットも必要であることが分
かったので、ぜひそうしたい。
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18 授業の予習・復習。本文の音読や知らない単語の意味
を調べたりします。

文法知識と語彙、会話での言い回しをバランスよく勉
強したい。文法知識がなければ簡単な文章しか作れな
いし、語彙がなければ自分の言いたいことを正確に伝
えられない。また会話での特有な表現は他の人と気軽
に話すために大切だと思う。もちろんインプットもア
ウトプットもバランスよくやりたい。

19 構文・熟語・単語を覚える。ＣＤを聞いて発音の流れ
をつかむ。文法を問題集で練習する。

ぱっと英語で意見を求められたときに、すぐに理解し
て文をつくり答えるという能力をもっと身につけたい
ので、まずは使える単語、熟語、構文を増やしていき
たい。

20 読み書き。発音の練習。参考書による文法問題。コー
パス4500やターゲット1900による単語チェック。

まず努力が必要。そうして英語学習の文法を学ぶだけ
でなく、その裏の背景を含めて学ばなければならな
い。

21
リスニングをして速読している。単語を毎日覚える。
テレビ放送で音声を英語にして見ている。ＮＨＫの英
会話放送を見ている。

教科書の本文でよいから声に出して発音を確かめるこ
とが大切であると思うから、これから取り組んでいこ
うと思う。

22 学校での勉強。宿題。テスト勉強。学習と呼べるかわ
かりませんが、たまに英語で映画を見る。（字幕つき） 動機付けをする。英語との距離を近くする。

23 授業の予習など以外は特にしていません。
とりあえずたくさん聞いて読んで発音する。実用的な
英語力を身につけたい。など本の中にあった学習法全
部ためしてみたい。

24
単語を覚えて、文法を学習して考えたことを文にす
る。発音を注意しながら、単語を声に出す。洋楽を歌
詞をみながら聞く。

なるべく音読して音の使い方を知ったり、会話中の音
の強弱、しゃべり方を知り、学習につなげたい。具体
的には洋画を英語で見るetc….。

25
長文読解。とにかくネイティブの発音を聞く。（ＣＤ
とかで）英語を日常生活に少し入れてみる。熟語を覚
える。

単語の発音。語彙力を高める。インプット＜アウト
プットにする。

26 文法など。 英語の発音やつづり、読み等の能力を向上させたい。

27

まずは単語を覚えるようにしています。そして文法や
動詞の語法をきちんと学ぶようにしています。単語は
単語帳（単語の本）で、文法は参考書で学習していま
す。

28 授業でやったことの復習。単語の予習。文章を読む
（英会話塾で）。

インプット学習法だけでなく、アウトプット学習法も
取り入れる。

29 問題集を解いたり、英文で書かれた本の和訳など。 まずは根本的なやり方から変えようと思う。

30 まず問題を解いて間違えた所は理解するように参考書
を読む。ごくたまにリスニングをする。 毎日英語を聞く。

31 授業で習う範囲の単語を調べるくらい。
まずボキャブラリーをふやさなくては。あと熟語の暗
記？とかやらなきゃって思うけど、なかなかできな
い。

32 文法、単語の暗記。
読み書きをするとき、英語の歴史や正しい使い方など
も知っておきたいと思う。そうすることで英語がより
身近に感じ学びやすいと思う。

33 単語帳を使い、地道に語彙力をつけていっている。

自分の英語学習の動機が圧倒的に弱いことに気づいた
ので、自分はなぜ英語を勉強するのか、そこを徹底的
に追及し動機付けをしっかりした上で英語学習をして
いきたい。

34
英語で本を読んだり、洋楽を聞きます。←大分発音が
上達した。あとは映画を見たり（英語字幕）テキス
ト。

ボキャブラリーをふやす。どうにかして相手に伝わる
ように話せるよう基礎をやりなおす。

35

１日常でふと思ったことを英文にしてみる。その際英
語にできない部分は辞書で調べ、その部分はめもして
おく。２英語の問題集を解く。３授業の予習復習をす
る。

例文暗記まで重視していきたいと思う。英語圏の文化
も知らなくてはと思う。
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７．まとめ　成果と課題

　この授業は語学学習のメタ認知を形成することを目的
とし、生徒が自らの語学学習について振り返る際、従来
型の学校教科の枠組みだけではない視点を得られること
ができた。英語教授・学習についてディスカッションを
通して、それぞれが考えた高校の授業のあり方または学
習方法まで議論することができた。
　生徒の感想では「自分も英語を学習する際参考にした
いことが多くあった」「インプット、アウトプットのバ
ランスを考えて、英語以外の外国語を学んでみたい」
「授業の最後にプリントを提出するので、自分の考えを
まとめやすかった」「グループでの発表は新鮮だった」
「他の人の意見を聞くので、別の見方ができるように
なった」「発表後グループに分かれて討論するので、自
分のはっきりしない考えが他の人の意見をきくことで
すっきりした」などを得た。新たに語学学習方法につい
ての知見を得たり、他者の影響で自らの考えを省みる相
互作用があったりした。多くの生徒はこれまでの学校教
科としての狭い意味での語学学習を見直すことはできた
ようだ。
　新書版として読みやすく書かれた「外国語学習の科
学」は高校生にも理解しやすい。コミュニケーションを
重視した英語学習で採られるゲーム的な学習を単に面白
がったり、あるいは逆に受験には役立たないと拒否的に
なったりする生徒がいるが、いずれにしても第二言語習
得の実証科学的な根拠を持ったものだと理解して、それ
を行うのでは効果に差があるのではないか。本実践は
SSHという特殊な状況下を利用して行ったものである
が、総合的な学習や夏休みの課題図書などにして、生徒
にこの本を読むことを課すことで、英語学習態度の変化
を期待できるのではないだろうか。

　「多文化コミュニケーション」の授業としては本実践
を顧みると、異文化理解の視点でやや不足するものが
あったことは否めない。23年度ＳＬＰⅡは文化の差に着

眼点を置いた、世界の学校教育を題材にする予定であ
る。生徒にとっては身近な「学校」を題材にして、世界
の学校教育に目を向けさせる。具体的にはフィンランド
の教育や様々な国から来ている留学生（名大）の話を通
して、学校教育における異文化理解を学ばせると同時
に、今回の授業のように生徒の学びの枠組みを広げるこ
とをも目的とした授業を展開したい。

引用文献
ブラウン、A.L.（湯川良三訳）（1984）．メタ認知、サ
イエンス社
Ｊ．ダンロスキー、Ｊ．メトカルフェ、（湯川良三訳）
（2010）．メタ認知　基礎と応用　北大路出版
三宮真智子（2008）．メタ認知　北大路出版

36
英語塾に通っている。単語帳を覚える。や学校の教科
書の単語を調べたり、流し読みをしたり・・・。英語
のテレビ番組をたまに見る。

アウトプット、インプットを効率よく行いたい。

37 長文を速読で理解する練習や精読による文法学習な
ど。

日本人はよく英語を話すことにコンプレックスを感じ
ている唯一の人種と言われるので、自分は積極的に英
語を使っていこうと思っている。

38

リーダーでは予習復習で本文を写し、文の構造が見え
やすいように、副詞句、前置詞句には＜　　＞、関係
詞は（　　　）、名詞句・that節には[　　　]をつける。
その後、辞書を引かずに和訳し、wからない単語に予
想して訳す。それができたら文法書や辞書を使い、今
できるなるべく完璧な訳で授業を受ける。授業では分
からないところだけ集中して聞く。ライティングでは
復習中心でやっている。

文法力、語彙力の向上。また英作文の力、表現するこ
となど。知らない単語を推測する能力。予習、復習の
仕方。
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＜資料集＞
【資料１】⑴生徒が準備したレジュメ（例） ⑵語呂合わせで英語を覚えるの部分で生徒が調べたもの

【資料２】ふり返り用紙（部分）

　　　ＳＬＰ２（言コミ）　なるほど日記　　　　　　　　　　　　　　　　　No. 　　

     　　　　高校２年　　組　　番　氏名：　　　　　　　　　　　
　　　　　初めて知ったこと、興味をもったこと、なるほどと思ったことそして疑問に思ったことを感想
　　　　　と共に書き残し、学習管理をしよう！

　　　　　　月　　　日　レポーター（　　　　　　　　　）
　　　 
　　　 
　　　 

【資料３】夏休みの研究での発表時のポスター（例）
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⑷質問紙【資料５】ＳＬＰ言語コミュニケーション調査質問個票
英語への学習態度・意欲の調査をします。成績とは関係ありません。統計的に処理され、個人として扱いません。

質　　　　問　　　項　　　目

よ
く
あ
て
は
ま
る

や
や
あ
て
は
ま
る

ど
ち
ら
で
も
な
い

あ
ま
り
あ
て
は
ま
ら
な
い

全
く
あ
て
は
ま
ら
な
い

１ 英語は得意なほうである。 ５―――４―――３―――２―――１
２ 英語は自信がある。 ５―――４―――３―――２―――１
３ 英語が好きである。 ５―――４―――３―――２―――１
４ 英語が使えるようになりたい。 ５―――４―――３―――２―――１
５ 外国人に道で英語で話しかけられたら、英語で答えたい。 ５―――４―――３―――２―――１
６ 海外旅行に行ったら英語を使いたい。 ５―――４―――３―――２―――１
７ この授業で単位をとるだけでなくさらに英語力をのばしたい。 ５―――４―――３―――２―――１
８ 英語の資格（英検など）を取りたい。 ５―――４―――３―――２―――１
９ 英語の文法は分かっている方である。 ５―――４―――３―――２―――１
10 英語の語彙力（覚えている単語数）はある方である。 ５―――４―――３―――２―――１
11 中学時代は英語が好きな方だった。 ５―――４―――３―――２―――１
12 高校の英語は好きな方だ。 ５―――４―――３―――２―――１
13 英語は勉強すれば成果が出る。 ５―――４―――３―――２―――１
14 英語学習の目的ははっきりしている。 ５―――４―――３―――２―――１
15 授業はしっかり聞き、大切なことはノートに書き取る。 ５―――４―――３―――２―――１
16 予習では単語や熟語を辞典で調べる。 ５―――４―――３―――２―――１
17 予習では本文を訳しておく。 ５―――４―――３―――２―――１
18 授業では聞くことより、板書を写すことの方に集中している。 ５―――４―――３―――２―――１
19 授業は聞くがなかなか集中できない。 ５―――４―――３―――２―――１
20 英語は語彙力増強が大切である。 ５―――４―――３―――２―――１

 （文責：鈴木克彦）




