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アクティブ・ラーニング！
で

生徒が主体的に英語を使う授業を目指して

特別号



はじめに

　次期教育課程において，注目されることの１つに「アクティブ・ラーニング」があがっています。ア
クティブ・ラーニングでは主体的な学びが重視されており，生徒が学習した知識や技能を実際に活
用できる力を身につけることが肝要となります。
　28年度版『NEW HORIZON』では，グローバル化への対応として，学習したことを活用して自
分の考えを発信できる日本人の育成を目指しており，学習のまとまりの到達点としてPresentationを
設定しています。Presentationに至るまでには，自分の考えを深めるThink の課題や，単元で習得
したことを活用できるかどうかを評価するActivity のページなどを設け，いくつかの単元の学習を積
み上げることで総合的な活用力を発揮できる構成にしています。つまり，個々の活動はもちろん，教
科書の構造そのものをアクティブ・ラーニングにつながるようにした点が大きな改訂のポイントです。
　本書では，英語におけるアクティブ・ラーニングの意義をはじめ，『NEW HORIZON』を使ってど
のように能動的な授業を行うかについて解説しています。日々の授業でアクティブ・ラーニングを展
開していただくために，本書がお役に立てば幸いです。

はじめに／目次   1

アクティブ・ラーニングとは   2

杉浦正好（愛知学院大学  教授）

自己と自文化を語れる，より魅力的な英語コミュニケーターになるアクティブ・ラーニング   4

矢野　淳（静岡大学  教授）

生徒によるスピーチを授業に取り入れる   6

建内高昭（愛知教育大学  教授）

ＬＥＴＥＡ   8

早瀬光秋（三重大学  特任教授）

アクティブ・ラーニングを考える鍵   10

巽　徹（岐阜大学  教授）

目次

1NEW HORIZON NEWSLETTER 特別号



アクティブ・ラーニングとは　

愛知学院大学  教授　杉
す ぎ

浦
う ら

正
ま さ

好
よ し

愛知学院大学教授，愛知教育大学元教授，中部地区英語教育学会前会長。専門
は英語教育学。著書は『スーパー・アンカー和英辞典』（学習研究社）を執筆の
ほか，『ロングマンコーパス英語用法辞典』（2001，桐原書店／ピアソンエデュ
ケーション），『「小学校英語」指導法ハンドブック』（2005，玉川大学出版部），

『ケンブリッジコーパス英語正用法 30 日集中コース』（2007，ケンブリッジ大
学出版）を共訳。「Asahi Weekly」（朝日新聞社）にて，「英文ライティング道
場」を連載中。

2年p.27 2年p.109アクティブ・ラーニングとは

　このところ，教育界でアクティブ・ラーニングが注目されて
います。昨年 11月に開催された中央教育審議会において，
アクティブ・ラーニングのあり方と進め方が審議内容の中に含
まれており，次期学習指導要領のキーワードの 1つになると
予想されます。諮問では，アクティブ・ラーニングを「課題
の発見と解決に向けて主体的 ･協働的に学ぶ学習」と定義
し，知識 ･技能を定着させ，学習意欲を高める学習・指導
方法であると位置づけています。　
　アクティブ・ラーニングとは「能動的な学修」あるいは「能
動的学習」と訳されていますが，「学習の活性化を促す教育」
といったほうが分かりやすいかもしれません。教師が一方的
に生徒に知識を伝達する授業ではなく，生徒の主体的な学
習活動を促す授業の総称です。決して新しいアプローチでは
なく，その趣旨は小学校で生かされており，学年進行ととも
に姿を消す傾向にあります。教師主導の授業は，日本も含め
て東アジアで盛んです。知識や情報の伝達としては短期的に
は効率がよいですが，忘れるのも早く，応用力養成には不向
きとされています。その対極にあるのが，アクティブ・ラーニ
ングであり，好奇心を引き出し，自分で考え，生きていく力
を子供たちに身につけさせる方法として提案されています。

アクティブ・ラーニングと英語教育　　

　英語教育の分野では，アクティブ・ラーニングは比較的新
しい概念ですが，実践としては必ずしも無縁ではありません。
アクティブ・ラーニングの手法はいろいろありますが，英語教
育で近似するのは，TBL（Task-based learning:タスク中
心の学習），ディスカッション，プレゼンテーション，ICTな

どの活用でしょう。これらに共通しているのはペアあるいはグ
ループ活動です。一斉授業から少人数授業へのシフトといっ
てもよいでしょう。　
　少子化による少人数教育はアクティブ・ラーニングへの後
押しになるはずですが，実態は成果が伴っていないことがし
ばしばあります。クラスを 2分割するものの，授業形態は従
来のままで，人数が少ないだけになっていることがあります。
あるいは，同じ教室に助手の先生が増えただけといった状況
もあります。多人数一斉授業よりは先生の目が行き届いてい
ることはありますが，期待されたほどの効果が必ずしも生まれ
ていないことも指摘されています。
 

『NEW HORIZON』とアクティブ・ラーニング

　平成 28年度版『NEW HORIZON』にはアクティブ・ラー
ニングの趣旨がすでに随所に採り入れられています。最も顕
著に表れているのが，2，3年のUnitの最後にあるActivity 

2です。各 Unitの言語活動面の目標を受けたパートとして
位置づけられています。その中で，ペアあるいはグループ活
動に絞り，アクティブ・ラーニングの趣旨を生かすためのポイ
ントをいくつか考えてみましょう。
1. ペア活動

　多種多様なペア活動がありますが，ここでは長崎大学の山
地弘起教授が紹介するthink-pair-shareという手法を紹介
します（山地，2014，p.5）。大学の講義で実践されたもの
ですが，中学校の英語授業にも当てはめることができます。
　ここでは『NEW HORIZON』 2年 p.27の Activity 2

「夏休みの旅行計画」（予定を伝えよう）を例にとってみま
しょう。

るとよいでしょう。どちらの携帯音楽プレーヤーがよいかディ
ベートを実施するのも可能です。
　いつも同じメンバーばかりですと，活動がマンネリ化しま
す。その対策として，生徒それぞれに番号を順番に言わせる
ようにして，グループ分けをします。仮に 30人のクラスであ
れば，1から6まで番号を順番に言わせます。その次の生
徒も1から6まで番号を言います。そのまま最後の生徒まで
番号を言えば，番号 1の生徒が 5人生まれ，6グループが
でき上がることになります。グループの構成人数にバラつきが
あっても構いません。グループ分けの順番づけは毎回異なる
方法で実施します。ある日は「縦列」，別の日には「横列」や
「斜め列」など変化を持たせ，グループ編成の結果，「化学
変化」が起きるようにします。

これからのアクティブ・ラーニング

　平成 32年度（2020年度）には東京オリンピック・パラリ
ンピックが開催されます。急速にグローバル化が進む国際社
会を生き抜くために，自律した学習者を育成することが急務と
なる教育の場において，アクティブ・ラーニングはますます重
要視されます。能動的に学習し，お互いに教え合い，学び合
う場を提供し，理解の深化が促されるように，日頃からアク
ティブ・ラーニングを意識した授業を心がけたいものです。

引用文献
山地弘起（2014）「アクティブ・ラーニングの実質化に向けて」『大学教育と情報』
（2014年度 No.1），2-7

（1）STEP 1

　生徒は各自で予定表を作ります。希望の行き先で構いませ
ん。現実から少し離れたほうが活動が活性化されます。
（2）STEP 2

　ペアを組んで予定をお互いに紹介し合います。ペアは，な
れ合い防止のため，前後左右など，毎回異なる組み合わせ
にします。
（3）STEP 3

　自分のメモが正しいかお互いに確認します。（英語も含め
て）誤りがあれば教え合い，修正します。ゆとりがあれば，
下記のグループ活動へと発展させます。
2. グループ活動

　ペア活動もそうですが，グループ活動を組み込むことで授
業にメリハリが生まれます。
　ここでは『NEW HORIZON』2年 p.109の Activity 2 

「どちらを買いたい ?」（情報を読み取って比べよう）を例に
とって，アクティブ・ラーニングを促すグループ活動について
考えてみましょう。
（1）STEP 1

　生徒は 2つの携帯音楽プレーヤーの仕様を比較し，メモ
を作ります。
（2）STEP 2

　自分の意見をまとめ，例にならって書きます。
（3）STEP 3

　4～ 6人のグループを作り，お互いに情報を交換します。
余裕があれば，（多数決などで）グループ内の意見をまとめ
ます。その際に，グループ内で役割（発表者，書記，盛り
上げ役，司会など）を決め，全体に発表させる機会を設け
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自己と自文化を語れる，より魅力的な
英語コミュニケーターになるアクティブ・ラーニング

静岡大学  教授　矢
や

野
の

 淳
じゅん

静岡大学教授。研究テーマは「小学校外国語活動と小・中連携」，「接辞・語根
に着目した語彙指導」，「英語教育におけるフォニックス」。著書には，『英語の「授業
力」を高めるために　授業分析からの提言』（共著）（2005 年，三省堂），『基
礎的コミュニケーション力アップ！ 15 分単位でできる英語活動ベスト 51』

（2009 年，明治図書）など。『NEW HORIZON NEWSLETTER Vol.1』
（H25.5 発行）に，福岡県・東京都での中高英語教員の現場経験を踏まえ，「英
語の語彙指導を考える―経験から学んだ 3 つの提言―」を執筆。

議論をしながら学んでいく

　もうずいぶん昔の話ですが，高校時代と大学時代に日本に
留学したアメリカ人のジョンが，流ちょうな日本語でこう言い
ました。「日本の勉強はドライでしょ。」理由は英語で言いま
したが，例えば地理でどこかの国について学ぶとき，彼らは
その国についてたくさん議論するのだと。一方，命の吹き込
まれていない乾いた知識をたくさん教えて，それを試験するの
が日本の教育だと極論したのです。状況は変わりつつあると
反論しながらも，彼の指摘を真っ向から否定できなかったこ
とが苦い思い出です。　
　今思えば，ジョンが例に出した，議論をしながら学んでい
くのはアクティブ・ラーニングの一形態ではないでしょうか。
　ただ議論にも材料が必要です。この材料となるのが知識で
あり，データであり，それらを例証や判断に材料として活用
するのです。自分の論を組み立てるのに必要な知識やデータ
を自ら集めるのは，主体的な学びといえるでしょう。

英語のアクティブ・ラーニング

　英語学習におけるアクティブ・ラーニングはどのような形態
が考えられるでしょうか。学習者が「当事者意識が持てる内
容」について，英語で発信できる英語力を育てる場を設定す
る授業形態が 1つ考えられます。もちろん必要な語彙や言語
材料は教科書等に求めますが，最終的には，自己を，自文
化を英語で発信することにそれらを活用してゴール・インとし
ます。英語の「聞く」「読む」といった技能も，「話す」「書
く」技能へ生かすために伸ばしていきたいところです。
　筆者が英語教師になりたての頃に，どこかでこんな内容を
読んで以来，ことあるたびに初心に返って自分を戒める金言

があります。それは，言葉は習ったときではなくて，実際使っ
て用が足りたときに身につく，という教えです。使って用が足
りて，その喜びを味わい，その語彙や表現が身につき，次の
学習意欲につながる，という好循環の場が設定され，この場
で学ぶのがアクティブ・ラーニングかもしれません。

『NEW HORIZON』でアクティブ・ラーニング

　道案内も当事者意識が持てる内容の 1つでしょう。CAN-

DOリストの作成に筆者が参加したある地域では，バス・ター
ミナルからその中学校までの道案内ができることが，地域色
を出した 1つのCAN-DOでした。道案内は『Hi, friends!』
に端を発し，『NEW HORIZON』の 1年では歩いて行ける
範囲，2年でバス利用，3年で鉄道（地下鉄）利用と，だ
んだん案内する範囲が広がり高度化していきます。道案内が
意味を持つのは，尋ねる側が本当に目的地への行き方を知ら
ない場合です。その土地に不案内な英語話者やALTを迎え
たら好機です。インフォメーション・ギャップが存在する，人
工的ではない言語活動になるでしょう。教科書で表現を定着
させ，自分の地域で道案内を行って定着をより強固なものに
したいものです。
　3年 Presentation 1の「日本文化紹介」では，文化事
象や伝統行事について，特徴の描写やその由来の説明程度
ですが，学習が進んだ，学び方コーナー①「文章のまとめ
方」では，ふろしきを例にとり，その文化事象に対する自分
の評価を盛り込むまでに，質が段階的に高まっていきます。
　さらに学習が進んだ 3年 Unit 5では，誰かの意見に対
して自分の意見を述べることを学習します。ディーパ，光

こう

太
た

，
咲
さき

，アレックスが，ロボットとの共存について，賛否両論を展
開します。内容把握後のRead and Thinkのパートでは，誰

か既習の範囲内の英語で表現できないか，「発想の転換」も
学習者が身につけてほしい学習方略です。“a veterinarian”
が言えなかったら，  “a doctor for animals”（参考：Oxford 

Elementary Learnerʼs Dictionary）と言いましょう。
　世界の人 が々日本について興味・関心を示すことを少しでも
意識して英語で発信ができれば，その学習者はより魅力的な
英語コミュニケーターへの階段を上っているといえるでしょう。

これからの5年間

　2020年東京オリンピック・パラリンピック開催に向けて，
ますますグローバル化が進むでしょう。自己，自文化につい
て自信を持って英語で発信することで，生徒の「自尊感情」
や「地尊感情」も高めていきたいものです。さらに，異文化
を理解した上で，世界の人々がより興味・関心を日本に持っ
てくれるよう英語で説明したり，異文化間のトラブル解決を
図ったりする生徒の英語コミュニケーション能力を伸長する。
この能力の中には，プレゼン能力，交渉能力，対人関係調
整能力等も含まれるでしょう。
　ただ英語で説明するだけではなく，自分の評価や意見もあ
わせて述べ，ときに議論や交渉をも行う魅力あふれる英語コ
ミュニケーターをたくさん育てたい。そのために，より教育効
果の高いアクティブ・ラーニングのアイデアを，ぜひ共有して
いきたいものです。

の意見に最も賛成もしくは反対か，理由を含めて発表するこ
とが求められます。ここで，これまでに出た，“I agree with 

～ (in part).”　“in my opinion”など意見表明の定型表現
を用いて，自分の意見を述べていきます。

英語力がないだけ?

　魅力的な英語コミュニケーターになるために，世界の人々
が日本のどんなことに興味を示すかを知るのは大事な一要素
だと思います。最初から，世界の人々が日本について興味を
持ちそうなことをALTにインタビューしてもよいでしょう。英語
の先生が自身の異文化交流体験から得たことを提示し，ALT

にインタビューして，その真偽を追究することも考えられます。
　“What do you think?”と問われて，「えっ，答えられない。
そんなこと考えたこともないよ。」と冷や汗かいた経験も筆者
には少なからずあります。答えられなかったのは英語の運用
能力が足りなかっただけでなく，そもそも考える訓練がなされ
ていなかったところが大きな原因だったようです。

より魅力的な英語コミュニケーターへ

　『NEW HORIZON』で提示される数 の々「考えるきっかけ」
を十分に活用していただき，まず自分なりの意見を持ち，教科
書にある英文をサンプルにしながら，自分の考えを英語で発信
していく楽しみを味わってほしいものです。ここで気をつけるこ
とは，自分の大きな日本語力で考えた内容を，より小さい自
分の英語力で表現しようとすると，すぐに行き詰まるということ
です。自分のこの考えを，100%でなくてもいいから，なんと

1年pp.100-101

3年pp.68-69

参考文献
Crawley, A. and Ashby, M.（eds.）（2002）. Oxford Elementary Learnerʼs 

Dictionary, Oxford University Press.
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生徒によるスピーチを授業に取り入れる　

愛知教育大学  教授　建
た け

内
う ち

高
た か

昭
あ き

愛知教育大学教授。研究テーマは「リスニング研究」，「英語教員養成」，「言
語習得と音韻処理との関わり」。近年進む東アジアの英語教員養成のあり方
を複数の研究者たちと合同で調査している。“Learners’ Self-Reports of 
Listening Comprehension Strategies”（『言語 文化学会論集』23 号，
185-194）を執筆。

2年pp.68-69

生徒が話し，教師が促進者になる授業を!

　中学校の英語学習において，コミュニケーション能力の
基礎を養うことが目標として掲げられています。では授業で
コミュニケーション活動はどのように行われているのでしょう
か。概ね教科書を基軸として本文の理解から文法事項の確
認を行い，その後に本文が書かれた背景知識に言及したり，
聞き取り活動や各活動を進めたりしていることでしょう。また
目標文に関わる文の一部を置換するなどして文を書く活動な
どもよく行われています。しかし生徒が主体的に考えた文を
発話する機会となると，授業実践モデルの少なさからか，な
かなか出会うことがありません。おそらく時間制限内で，多く
の時間を割くことができないからでしょう。この時間を確保す
ることは，生徒にとって自由に言葉を扱える感性を身につける
絶好の機会です。生徒一人一人に身近な話題を選ばせ，他
者に伝える場を確保することは，学習の活性化を促すアクティ
ブ・ラーニングにつながります。この場の確保は，生徒が主
体となり，教師が一歩下がって促進者となることを意味しま
す。そして生徒がコミュニケーションを行うことを前提にした
授業活動が定着しはじめると，意外なほど教室内での生徒の
発話時間が増えると同時に，教師は促進者としての役割が増
すことになります。

アクティブ・ラーニングの基礎となる3つの学習段階

　生徒の学習段階を大きく3つの学習段階から捉えてみま
す。第 1は目標文を見ながらなんとなく理解できている段階
です。理解に認知負荷がかかるほど生徒は読むことに比重を
置き，聞くことが疎かになります。第 2は音声を聞いて目標
文となる情報を概ね理解できる段階です。この段階から音声

情報と文法項目を結びつける余裕が生まれます。音声に対す
る鋭敏な意識を持つことから，話し手の話す内容のみならず，
感情にも気づくことができるかもしれません。その結果として，
聞く活動から話す活動へと意識が向いてくるでしょう。第 3

は目標文を発話できる段階です。発話するというのは，他者
を意識することになり，受容的な理解ではなく能動的に自ら
発話し，同時に自分の発話を聞きながら，発音・イントネー
ション等に意識を向けることができ，英語でコミュニケーショ
ンを行う意識が高まることになります。
　上記に示したものは通常の授業で行われている3段階で
す。そこでこの 3段階から半歩先を目指し，生徒が主体とな
るアクティブ・ラーニングという観点を改めて意識して捉えて
みます。生徒が目標文を単に暗記するのではなく，生徒自ら
が考えた内容を発表できる場を作ってみてはどうでしょう。具
体的には，先に示した第 3段階を終えた時点で，毎回扱う
Unitの中の目標文を生徒が使えるようにすることです。多く
の場合，限られた授業時間内で，15分程度を捻出するのも
大変かもしれませんが，ここでは生徒によるコミュニケーショ
ン活動を促進するために8分間で行える活動を示します。生
徒が意欲的に取り組むためには，あまり長い時間だと集中力
に欠けたり，間延びしたりしてしまうことが多いものです。そ
こで今回は発表準備に 4分 30秒，そして発表に 3分 30秒
の合計 8分間で行える活動を紹介します。

アクティブ・ラーニングから生まれる3つの意義

　この活動には，3つの意義があります。第 1は，3分 30

秒間で 30名の発表を撮影できると同時に，付箋 30枚の発
表文をA3用紙 1枚で回収できることです。生徒はクラス全
員に 7秒間自分の発表している映像を見られることになるの
で，とても緊張して発表の場に臨むことになります。第 2は，
発表内容を復習として利用でき，学習の質を高められること
です。次回の授業開始時の 3分 30秒でクラス全員の発表
を視聴できるので，生徒は集中して授業に臨めるだけでなく，
友達の映像から英語の発音や話し方まで学べることになりま
す。加えて復習と同時に，生徒がどのような事項につまずくか
を共有できる場につながります。第 3は，クラスに応じた修
正フィードバックを与えながらふり返りを行うことができること
です。教師は，話し言葉と書き言葉の双方に対して，映像及
び A3用紙を印刷してフィードバックを与えることができます。
生徒の書いた模範例やよい表現などにもコメントができ，効
果的な復習を兼ねる活動になります。
　上記に示したように，各自が場面を設定して自由に用いる
ことで生徒は発話することへの意欲を高めることができます。
習った文だけではなく，自分で表現できることにつなげられま
す。さらに使用場面及び働きを加えた文脈を埋め込むことに
より，実際の場面につながる英語表現へと発展していくこと
が期待できます。

参考文献
愛知教育大学附属名古屋中学校英語科（2014）「気づきを促し，コミュニケー
ション能力を育む英語科の授業―批判的思考を用いるための構成要素に着目し
て―」愛知教育大学附属名古屋中学校（編）『意識的に吟味した考えを表現す
ることができる子どもの育成』，54-59

＜スピーチ発表 ―8分間活動―＞の活動例

『NEW HORIZON』2 年 pp.68-69 を例に

目標 　　　　

ねらい 　　　

時間配分 　　

発表内容 　　

ふり返り 　　

教具 　　　　

例）
S1：I love watching Major League Baseball.  If there 

is any chance, I will buy a cap of the Yankees.

S2：I want to see an opera.  If I go to Europe, I am 

going to visit Vienna. 

目標文である ifを使った文及び関連した 1文
を加え発表する。｢〇〇が好きだ｣ →（もし…
なら）→ ｢□□するつもりだ。｣
全員が発表し，次授業で発表映像を共有し，
ふり返りとなるフィードバックを行う。
各自で準備 4分 30秒， 全員発表 3分 30秒
（7秒× 30人 = 210秒）で撮影する。 

準備時間内に 2文作成し，付箋に書く。理由
づけや説明を 1文加えて，カメラの前で発表
する。

付箋 30枚（2.5 × 7.5 cm）， A3用紙 1枚（付
箋を貼るため）， ビデオを記録できる媒体（ デ
ジカメ，iPhone等）

次回の授業時の冒頭 3分半で，全員の発表内
容をテレビ画面（プロジェクタ）で視聴する。
この視聴時に，英語の発音や表現の間違いに
対してのフィードバックを行う。同時にA3用紙
に 30人分の付箋を貼りつけたものを，増刷り
して文法，単語等へのフィードバックを行う。
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LETEA　

三重大学  特任教授　早
は や

瀬
せ

光
み つ

秋
あ き

2年pp.46-47

What Is LETEA?

　LETEA とは Learning English through English 

Activelyの頭辞語で，生徒自ら積極的に英語を使って英語
を学ぶことを意味します。

LETEA実践のための教師の心構え

　LETEAを実践するためには教師が積極的に英語を使っ
て英語を教える姿勢が前提となります。文部科学省（2014）
の調査では，2012年の時点で，中学校の英語の授業は 3学
年を通して 40～ 45%，英語で行われていました。今後の課
題としてはより多くの教師がより積極的に英語で教えることが
目標となります。そのためには，少なくとも次の 4つが求めら
れます（早瀬，2009）。
（1）Decide to do it in English from day one.   厳しいようで
すが「クラスで英語を使わないことは，生徒から彼らの英語力
を高める機会を奪う場合もあり得る」ことを肝に銘じましょう。
（2）Break the psychological barrier.   教師が積極的に
英語を使用しないことがあるとすれば，それは教師の能力の
問題ではなく心理的な問題と思われます。やればできるのに
「生徒の前で間違えたくない」などの気持ちが災いしている
のではないでしょうか。生徒には「間違いを恐れずに英語を
使いなさい」と求めることと合致しないのではないでしょうか。
（3）Use code-switching.   文部科学省も「原則として英語
を使用」と述べており，必要に応じて日本語を効果的に使用
することが肝要です。しかしながら，注意したいのは日本語
使用が不要になったら，すぐ英語に戻ることです。日本語で
しゃべる心地よさに浸っていてはいけません。
（4）Improve ourselves.   Dash（2002， p.15）も “All 

teachers need to be challenged to constantly improve 

themselves.”と言っているように，教師自ら学習者としての
見本を生徒に見せたいものです。また，英語教師になった以
上，Stretch my linguistic abilities to their fullestを目
指してもらいたいものです。
　もちろん生徒が積極的に英語を使用する機会を適切に与
えずしては LETEAは成り立ちません。そこで，次の項で
LETEAの実際を，プレゼンテーションの指導を例にとって
説明します。

LETEAの実際：プレゼンテーションを例に

　学習指導要領では，「話すこと」として，「自分の考えや気
持ち，事実などを聞き手に正しく伝えること」，「与えられた
テーマについて簡単なスピーチをすること」とあり，プレゼン
テーションにも当てはまる内容です。プレゼンテーションとス
ピーチは重なる部分もありますが，前者は realia，音声，映
像等を利用できる点で後者と異なり，後者の前段階の活動と
捉えることもできます。プレゼンテーションは最近多くの中学
校で行われるようになってきた活動で，『NEW HORIZON』
では，3つの学習要素の 1つとして各学年に 3回ずつ，学
期末に配置されています。
　2年の Presentation 1 「将来の夢」（pp. 46-49）を例に
とってLETEAの説明を行います。まず，佳

か

奈
な

という登場人
物のモデル文は次の通りです。
　I want to be a computer programmer.  I have two 

reasons.  First， I like to surf the Internet.  Second， I 
want to make useful websites.  So the job is perfect for 

me.  To be a good programmer， I study math， science， 
and English really hard.    

2. プレゼンテーションに取り組む

（4）自分の夢について英語で書く（Jump 1）
　教科書には原稿作りを助ける雛形があり，これを利用でき
ます。実際にプレゼンテーションを取り入れている先生によれ
ば，与えられたテーマを絞ること，自分の考えを英文で表す
ことが困難とのことなので，このような雛形は役立ちます。
（5）発表練習と発表
　発音，リズム，イントネーションに配慮すると同時に，声の
大きさ，間の取り方，速度，ジェスチャーと顔の表情，eye-

contactに注意が必要です。また，発表時間の 70%以上は顔
を上げたいところです（早瀬，2012）。教室でのプレゼンテー
ションを見ると，不安・緊張のために小声で早口になる生徒が
目立ちます。練習を重ね自信を持って臨むことが求められます。

最後に

　冒頭にも述べましたように，LETEAを成功させるためには
教師と生徒の努力が必要です。LETEAを通して教師と生徒
による「自然な言語使用」を増やしたいものです。

引用文献
早瀬光秋 （2009） Teaching English through English （TETE）. 三重大学
英語研究会 PHILOLOGIA 40， 111-126 

（http://miuse.mie-u.ac.jp/handle/10076/10596）
早瀬光秋 （2012） 「第 5節 技能の育成―指導の原則・実践例―，B.スピーキ
ング」青木昭六編著 .『英語教育のフロンティア :充実した実践を目指して』保
育出版社，83-86

文部科学省 （2014） 「中学校における英語教育の現状と今後の方向性」2014年
8月 2日検索 http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/shotou/102/

shiryo/__icsFiles/afieldfile/2014/06/30/1348956_04.pdf

Dash， P. S. （2002）. English Only （EO） In The Classroom: Time For a 

Reality Check? Asian EFL Journal， December 2002. 2009年 1月 3日検索
http://www.asian-efl-journal.com/december_02_pd.php

1. 英語を通してモデル文を理解する（Hop）

（1）まずは，単語の理解ですが，これは主に code-switching

を用い，適切な日本語訳を与えることで正確な理解と時間
の節約をねらいたいところです。しかしながら，science， 
hope， dreamはカタカナ語として使用頻度が高いので，英
語での理解を試みましょう。ここで力を発揮するのがインター
ネット上の辞書の 1つであるWordsmyth （http://www.

wordsmyth.net/）です。この辞書には初級用，中級用，上
級用の定義があり，例えば dreamの初級用定義を見ると，
an event in which changing pictures or images come 

into your mind as you sleepとあります。いくつかの語・文
法構造は未習で，英文を見ただけでは生徒は理解できませ
んが，補足説明を日本語でした後，英単語の意味を英語で
理解する練習をさせることができます。
（2）文法構造は既習のものばかりです。
（3）文の内容理解は，例えば次のように英問を投げかけ，英
語で答えさせましょう。
　What does Kana want to be?

　How many reasons does Kana have?

　What is the first reason?

また，やや高度な英問として次のようなものも投げかけたいも
のです。
　Does Kana have four reasons?

　Isnʼt the job perfect for Kana?

最後に本人に考えさせるため次のような個人質問をしましょう。
　What do you want to be?

　What subjects do you study really hard?

三重大学特任教授。主な研究分野は，教授法，第二言語習得，インターネット
活用。ISDN 回線を利用していた 1990 年後半より海外の大学と遠隔授業を
行ってきている。また，毎年 10 月に 2 日間に渡って開催される教育研究三重県
集会外国語部会での助言者を 10 年以上務めている。『愛知教育大学から発信
するグローバル時代の英語教育』（2014，鳴海出版）にて，「Improving our 
Confidence in English 」（pp.71-76）を担当。
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アクティブ・ラーニングを考える鍵

岐阜大学  教授　巽
たつみ

 徹
とおる

岐阜大学教育学部英語教育講座教授。埼玉県公立中学校の英語科教員を経
て，英国教員資格 QTS 取得。英国デボン州 Tavistock College 勤務の後，
2007 年より岐阜大学勤務。専門は英語教育学。文部科学省研究開発校，岐阜
県英語教育強化地域拠点事業等の運営指導委員として，小中高の英語教育改善
に取り組む。著書には，『新しい小学校英語科教育法』（共著）（2011，協同出版），

『これからの小学校英語教育の発展』（共著）（2011，アプリコット出版）ほか。
英語指導法 DVD「中高英語授業　定着から表現～発信へ！―四技能統合型授
業づくりのプロセス―」（2011，ジャパンライム）を監修。

2年pp.2-3

2年pp.114-115

小中高大を結ぶアクティブ・ラーニング

　アクティブ・ラーニングという学習スタイルは，中教審の答
申（2012）の中で，次のように定義されています。

教員による一方的な講義形式の教育とは異なり，学修者の

能動的な学修への参加を取り入れた教授法・学習法の総称。

　これは，大学教育改革の 1つの方策として述べられたもの
ですが，初等中等教育に関する中教審への諮問（2014）に
もアクティブ・ラーニングやその指導方法の充実に関する内
容が含まれています。今後，小中高大いずれの段階でもアク
ティブ・ラーニングによる学びが実施され，その成果が期待
されることになるわけです。アクティブ・ラーニングによる小中
高大の連携が図られることになります。

英語授業はアクティブ・ラーニングそのもの?

　アクティブ・ラーニングは，「課題の発見と解決に向けて主
体的・協働的に学ぶ学習」（同，2014）です。具体的には，
グループ・ワークやペア・ワークなどの学習形態により，学
習者同士の考えや意見を伝え合い，課題を見つけ，問題を
解決していく学び方です。
　現在，多くの英語授業で，ペア・ワーク，グループ・ワー
クが用いられ，生徒の活動を中心にした英語授業が展開さ
れています。また，現行の学習指導要領には「実際に言語を
使用してお互いの考えや気持ちを伝え合う」などの言語活動
を行うことが示されています。つまり，これまでも英語科の授
業では，知識の伝達のみに偏った「一方的な講義形式」の
授業ではなく，実際に英語を用いながら理解・定着を深め，

英語を用いて発信する授業実践が目指されてきたのです。そ
の意味では，英語の学びそのものがアクティブ・ラーニング
であると捉えられるかもしれません。
　しかし，改めて英語科授業においてアクティブ・ラーニング
を考えたときに，従来の指導を見直す必要がないということ
ではありません。例えば，学習者が「課題の発見と解決に向
けて主体的・協働的に学んでいるか」という視点でこれまで
の学習をふり返ってみる必要があります。アクティブ・ラーニ
ングとは，ペア・ワーク，グループ・ワークといった学習形態
だけを指すのではなく，そこで，学習者自身にどのような「学
び」が起きているかに注目する必要があるからです。

真のアクティブ・ラーニングを目指して

　それぞれの学習活動が「学習者の主体的な取り組み」と
なるためには，ペア・ワークやグループ・ワークなど，それ
ぞれの学習を通して「何ができるようになるか」，指導者も学
習者もともに把握している必要があります。それぞれの活動，
Unitで，また，いくつかのUnitが合わさり，「何ができるよ
うになるか」といった長期的な見通しである「学習の到達目
標」が明らかにされていることが必要です。目指すべき姿や
それに到達するためのステップが示されていることは，主体的
な学習を成立させるためには不可欠な要素といえるでしょう。

アクティブ・ラーニングが生きる『NEW HORIZON』

　平成 28年度版『NEW HORIZON』pp.2-3では，各学
年とも巻頭に，「教科書の構成」や「この教科書で学ぶこと」
が一覧にまとめられています。「学びのナビゲーション」とでも
いうべきこのページには，各学年それぞれ「英語を通じて新

す。Presentationでは，「何ができるようになるか」，それぞ
れの目標が示され，どのような学習を経て目標に到達するか，
Hop→ Step→ Jumpの活動を設定し，その道のりを示して
います。それぞれ，「モデルの理解」→「自己表現のアイデア
構想」→「英語による表現」という内容になっており，英語
のインプットを生かして自己表現へつなげるステップが各回と
もに組まれています。

しい世界に出会おう」（1年），「英語を通じて視野を広げよ
う」（2年），「英語を通じて新たな視点で見つめ直そう」（3

年）というテーマとともに，各 Unitの「活動の目標」が明
確に提示されています。
　また，いくつかのUnitを学ぶと，ある程度まとまった表現
活動が可能になります。各学年に設けられたPresentation

は，それまで学んだ内容を総動員して取り組む表現活動で
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Challengeへとつなぐアクティブ・ラーニング

　Presentationの後半に設けられているChallengeは，関
連した深化補充のための読み物として活用することが可能で
す。さらに，「読み物」の材料としてだけではなく，表現活動
で目指す「発展した到達目標」を示したモデルと捉えることも
可能です。Jumpまでにできるようになったことを基礎に，よ
り充実させた姿を示したのが Challengeだということです。
　Jumpまでの表現活動からChallengeに至るためには，学
習者自身が自らの発表をふり返り，内容を充実させる工夫を
主体的・協働的に行わなければなりません。そこにも，アク
ティブ・ラーニングが生まれるチャンスがあるといえます。

まとめ

　アクティブ・ラーニングは，学習スタイルのみを取り入れる
ことではありません。アクティブ・ラーニングを通して，何が
できるようになるのか，その「出口」を指導者と学習者がとも
に共有し学びに取り組むことが，真のアクティブ・ラーニング
を目指す鍵となるのではないでしょうか。

2年pp.116-117

参考文献
中央教育審議会（2012）『新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向け
て ～生涯学び続け，主体的に考える力を育成する大学へ～（答申）』
文部科学省（2014）『初等中等教育における教育課程の基準等の在り方につい
て（諮問）』
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