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研究成果の概要（和文）：本研究の目的は、現在小学校で実施されている「外国語活動」で活用できる小学生用
英語教材を開発することであった。そのため、すでに開発済みである18 Lessonsに改良を加え、学習効果を高め
るとともにインターネットを通じて利用可能なものにした。次に、改良した教材を使用して近隣の小学校で5・6
年生を対象に一斉授業と個別学習を実施し、記憶の残存状態およびリスニング力と情意面の変化についてその学
習効果を検証した。さらに、これらの調査を基に、既存のものとは異なるトピックの18 Lessonsを追加開発し、
音声収録を行ってCDに保存する段階まで研究を進展させた。

研究成果の概要（英文）：The purpose of this study was to develop English teaching materials for 
elementary school students to be utilized in current foreign language activities. In order to 
complete the study, firstly, the curriculum consisting of 18 lessons, which we had previously 
developed, was revised to improve the learning effect, and then made available through the internet.
 Secondly, utilizing the new system, we carried out group and individual computerized lessons for 
the fifth and sixth graders in the neighboring elementary schools, and verified the new materials’
learning effect on the learners’memory retention, listening proficiency, and affective reaction. 
Furthermore, based on the results, the curriculum was developed to a further third stage with an 
additional 18 lessons composed of new topics, and the contents recorded and saved to a compact disc.

研究分野： 人文学
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
 2011 年 4 月より、小学校 5・6 年生を対象
に年間 35 単位時間ずつ、英語を取り扱うこ
とを原則とした「外国語活動」が実施される
ことになった。しかし、外国語（英語）活動
の教科書はなく、使用する義務のない共通教
材として『英語ノート』（2012 年度からは改
訂された『Hi, friends!』）が配布され、実際
の指導は現場に委ねられている。 
小学校英語の指導法は、｢歌・踊り・ゲー

ム｣が主流であり｢三種の神器｣（鳥飼，2006）
とまで呼ばれる。しかし、このような指導法
で児童は音を聞き発声はしていても、ただ真
似たり繰り返して｢言う｣だけで（東野・高島，
2010）、学習事項がどの程度記憶に残ってい
るかは疑問である（白畑，2004； 山田，2005）。
｢子どもの発達段階｣という観点からも、樋口
他（2005）は、子どもには大きな変化の起こ
る「9 歳の壁」と呼ばれる時期があるので、
その前と後では、指導者側も指導方法・活
動・教材・指導態度を変化させる必要がある
と述べている。 
 
２．研究の目的 
 本研究の目的は、現在小学校で実施されて
いる「外国語活動」で活用できる小学生用英
語教材を開発することである。この教材は学
習事項が「記憶」に残るという点で効果が高
く、担当教員による教室での「一斉授業」の
みならず、児童による「個別学習」にも対応
できる。また、その利便性を考慮して「デジ
タル化」されており、パソコンを用いて簡単
に操作できるようになっている。 
 内容は、これまでのゲームなどを中心とし
た楽しさ優先の活動から、児童の発達段階に
応じた「ことばの学習」へとパラダイム・シ
フトを図っている。小学校での英語教育に関
する知識や経験がなく困惑している指導者、
および塾などに通う経済的余裕がなく落胆
している児童を「支援」できるという点でも、
大きな期待が持てる。 
 
３．研究の方法 
 まず、基幹部分を開発した小学生用英語教
材『太郎と花子の Let’s Learn English!』（長
谷川・安藤，2013）の汎用性を高めるため、
18 ある Lesson でそれぞれ「パッセージ」を
聞いた後、質問に対する正答が、試行ごとに
選択肢(1)～(4)で自動的に変化するようにす
る。次に、各 Lesson の最後に、学習者には
「力試し」として、「記憶」の効果を検証す
るための簡単な「テスト問題」を組み込む。
そして、学習者の実態を観察するため、「パ
ッセージ」の聞き取り、「質問に対する答え
の選択」、「確認」、「練習」への取り組み具合
を、「学習履歴」として収集する。 
教材はインターネットを通じてアクセス

できるようにし、学習者には学校単位で ID
とパスワードを発行して、都合の良い時間に
好きなだけ学習できるようにする。学習の開

始時と終了時には、記憶とリスニングに関す
る「英語力診断テスト」と「アンケート」を
行う。これらの結果を基に教材に改良を加え、
さらに 18 Lessons を追加開発した上で、合
計 Lesson 数が 36 になったものを完成する。 
 
４．研究成果 
(1) 教材の改良 
 2014 年度において、すでに基幹部分を開
発済であった小学生用英語教材『太郎と花子
の Let’s Learn English!』（長谷川・安藤，
2013）の 18 ある Lesson について、予定ど
おり以下の改良を加えた改訂版（2014）を完
成した。 
① 各 Lesson で、英語のパッセージに続い

て流れる英語の質問に対する正答の位置
が、4 つの選択肢の中で試行ごとに自動
的に変化するようにした。 

② 各 Lesson の最後に、リスニングの「力
試し」として「Lesson テスト」5 問を組
み込んだ。 

③ 学習者の取り組み方と学習課題ごとの成
績が分かるように、「学習履歴」がデータ
として残せるシステムにした。 

④ 学習の開始時と終了時および中間で、学
力面と情意面の変化を観察するため、「英
語力診断テスト」と「アンケート」を組
み込んだ。 

⑤ 教材の利便性を向上させるため、インタ
ーネットを通じて指定された URL にア
クセスし、ダウンロードして、スタート
画面に ID とパスワードを入力すれば使
用できるようにした。 

⑥ 各 Lesson のパッセージや質問と答えの
選択肢で使用される英語を理解しやすく
するため、チャンクごとに指定した部分
の語句の説明が、吹き出しでポップアッ
プするようにした。 

 
(2) 本教材の試用調査 
 このようにして完成した小学生用英語教
材『太郎と花子の Let’s Learn English!』の
改訂版（2014）は、2015 年度と 2016 年度に
おいて、近隣の小学校で 5・6 年生を対象に
試用調査を行った。授業形態は、当初の予定
どおり、教員による教室での「一斉授業」と
児童によるパソコン室での「個別学習」であ
る。「一斉授業」は、普通教室で教員がパソ
コンを操作しながら、大型モニタに画像を映
し出し、音声を聞かせながら、学習システム
に沿った形で、児童の反応に合わせて実施し
た。「個別学習」は、児童ひとりに 1 台のパ
ソコンを割り当て、個々に発行された ID と
パスワードを入力して、自分のペースで納得
のいくような学習をしてもらった。 
これらの結果から、まず、一斉授業につい

ては、以下のような事が分かった。 
① 本教材を使用して一斉授業を行い、その

都度学習した 5 つの英語フレーズを聞い
て理解できるかについて、学習の 10 分後、



1 週間後、2 週間後と間隔を空けて記憶テ
ストを実施したところ、日数を経るごと
に記憶の想起が向上する「レミニセンス」
(Colman, 2009)という現象が見られた。
この現象は、学習事項が理解しやすく興
味深い場合に起こるとされるため、本教
材は学習者の発達段階に合致した知的好
奇心を喚起する要素を含んでいると考え
られた。 

② 学習する英語フレーズの記憶について、
事前テストの後、授業ごとに異なる 5 つ
の英語フレーズを、一斉授業の 10 分後、
以下個別に 2 日後、5 日後、7 日後、14
日後と間隔を変えて再度記憶テストを実
施した。その結果、どれも学習の 10 分後
以降に有意な差はなかったが、事前テス
トとは有意な差があったため、本教材は
学習事項が記憶に残ると考えられた。 

③ 本教材を使用した一斉授業についてのア
ンケート結果から、本教材を使用した授
業は「楽しい」という項目と「勉強にな
る」という項目で学習者の過半数が同意
している。そのため、本教材は、小学校
5・6 年生にとって「楽しく勉強になる」
ことになり、教材開発の本来の趣旨が実
現されているものと考えられた。 
 

次に、個別学習については、以下のような
事が分かった。 
① 記憶に残ることがリスニング力の向上に

寄与するかを確認するため、5 年生を対
象とした 5 回の「個別学習」を実施し、
児童英検（BRONZE）を簡易化したリス
ニングテストで、学習の事前・事後を比
較した。その結果、クラス全体では成績
の有意な向上はなかったが、事前テスト
の成績で上位群と下位群に分けて見た場
合、下位群で成績が有意に向上した。 

② 英語の学習に対する情意面での変化につ
いて、事前・事後に 5 件法を用いたアン
ケート調査を実施したところ、本教材を
使用した授業は「勉強になる」という項
目で、クラス全体のポイントが向上し有
意な差となった。 

③ 事前のリスニングテストで上位群と下位
群に分けた場合、個別学習の事後アンケ
ートに注目すると、上位群では「楽しい」
「勉強になる」「記憶に残る」という項目
で過半数が同意し、下位群を上回ってい
る。したがって、上位群は、5 回の個別
学習ではリスニング力の向上は見られな
かったにも関わらず、情意面で本教材を
支持する割合が高いと考えられた。 

 
(3) 本教材と外国人講師による委託授業と

の組み合わせ効果 
 2011 年度から実施されている「外国語活
動」への対応として、近隣の市町村では、教
育委員会が請負会社と業務委託契約を結び、
その請負会社と雇用関係にある外国人講師

が英語を教えるという手段を講じている。文
部科学省（2017）の調査結果によれば、調査
対象となった教育委員会の 19.6％が業務委
託契約による授業を行っている。この方法を
採用した場合、外国人講師への要望などは請
負会社を通して行われ、その授業にクラス担
任などが直接介入することはできない。 
そこで、まず、このような外国人講師の英

語授業はリスニング力の向上にどの程度効
果があるのかを調査した。小学校 6 年生を対
象に、4 月から外国人講師の授業を 22 回行い、
その事前・事後に児童英検を簡易化したリス
ニングテストを実施して比較した。その結果、
リスニング力の成績に有意な向上は見られ
なかった。 
次に、引き続き行われた外国人講師の授業

5 回に、今回開発した英語教材を使用した一
斉授業を英語教師が担当し、外国人講師の授
業とは別の曜日に 5 回行って合計 10 回とし
た場合はどうであるかを調査した。その事
前・事後に同じく児童英検を簡易化したリス
ニングテストを実施して比較した結果、リス
ニング力の成績に有意な向上が見られた。 
したがって、外国人講師の授業にはそれ相

応の良さがあるのかもしれないが、学習内容
と学習方法がシステム化された英語教材を
使用した授業と組み合わせることで、リスニ
ング力に及ぼす学習効果が期待できるので
はないかと考えられた。このようなデジタル
教材を導入することで、市町村の経費削減の
みならず、機器の操作さえできれば、英語教
育に不慣れな教員でも英語の授業が可能で
あると推測される。 
 
(4) 追加 18 Lessons の開発 
 本教材を使用した個別学習で収集した参
加者の「学習履歴」から、リスニングテスト
の成績が上位群・下位群に関わらず、1 時間
当たりの学習 Lesson 数は統計的に差がない
ことが分かった。また、記憶テストやリスニ
ングテストおよびアンケート調査の結果か
ら、児童にとって身近な話題を扱うことは、
本教材のコンセプトである「学習事項を記憶
に残す」という観点から重要であると考えら
れた。そこで、追加 18 Lessons の開発にあ
たっては、既存のトピック以外に身近にある
話題を取り上げて、改良したシステムに載せ
ることにした。 
その結果、追加 18 Lessons の各 Lesson で

登場する英語の「パッセージ」、「質問」、「答
えの選択肢 4 つ」を新たに開発し、それぞれ
のチャンクごとに対応する日本語訳も付け
た。このようにして出来上がった原稿を基に、
英語のネイティブスピーカーと日本語の声
優を使って音声の収録を行った。その音源は
CD に保存し、今後、システムを組み上げる
際に容易に利用できるようにした。残念なが
ら、資金不足のため、今回はこの段階での終
了となった。 
 



(5) 本研究から得られた新たな知見 
 本研究を進める中で、新たな発見が 3 つあ
った。それらをまとめると以下のようになる。 
① 一つ目は、上記(2)の①で述べた「レミニ

センス」という現象の存在である。一般
に、学習事項は日時の経過とともに想起
が困難になっていくものであるが、反対
に想起が容易になっていく場合がある。
人間は学習したことを無意識のうちに頭
の中で整理しており、いわゆる“Subvocal 
rehearsal” (Gathercole & Baddeley, 
1993) に近いことを行っているのではな
いかと仮定される。 

“Subvocal rehearsal” とは「内語反復」
とも呼ばれ、声に出さずに何回も繰り返
して言うと記憶に残りやすいという、私
たちが日常経験していることで実感でき
る。今後の教育を考える上で、学習に対
する結果を直後に求めるのではなく、し
ばらく時間を置くことで効果が期待でき
る場合もあることを示唆するものである。 

② 二つ目は、上記(3)に述べた「組み合わせ」
という考え方である。現在、多くの小学
校では、業務委託契約の他に、直接雇用、
派遣契約などといった方法で、外国語活
動に外国人講師を使った指導形態を採用
している。そして、外国人講師が単独で
授業を行う場合や、クラス担任など日本
人教師とのティームティーチングを行う
ことで授業が成り立っている。しかし、
それらにどのような効果があるかは、あ
まり検証されていないのが実状である。 
そこで、本研究では実際に調査を実施

するとともに、外国人講師の授業に開発
した英語教材を使用した授業を追加した
場合、リスニング力の向上が図れること
を確認した。したがって、人間が主体と
なって行う授業にはそれなりに良い所が
あり、英語教材を使用した授業にも利点
があるという認識に立ち、人間と機械と
の「相補的関係」を上手に活用すること
で、学習効果が期待できるのではないか
と示唆される。 

③ 三つ目は、今回開発した英語教材のよう
なデジタル教材を使用する上での物理的
環境整備の問題である。本教材は、利便
性を考慮してデジタル化し、インターネ
ットを通じて簡単にアクセスできるよう
にしてある。しかしながら、実際に小学
校でインターネットから教材をダウンロ
ードし、個別学習の効果について試用調
査をしてみると、学習以前の問題が生じ
てしまう。指定された URL に、1 クラス
20 人の児童が一斉にアクセスするとシ
ステムが動かなくなってしまうのである。 
 原因は、児童による有害サイトへのア
クセスを避けるため、教育委員会でフィ
ルターをかけていることに因るとのこと
である。また、多くの小学校では、Wi-Fi
環境の整備が不十分であるとともに、適

切な配線やパソコンの保守管理などへの
対応が為されていない。このような環境
では、学習効果の高い教材があってもス
ムーズに動かないため、学習者はストレ
スが溜まり、英語に対してネガティブな
意識が芽生える懸念さえある。教員にと
っても、機器のトラブル対応に明け暮れ
て、本来の授業に専念できなくなる危険
性がある。その結果、教育現場に、授業
は従来の「チョークと教科書が一番」と
いう意識傾向が存在するのは残念である。
このような状況の改善には、財政的な問
題も絡んでくるため、国家レベルの対応
が必要であると示唆される。 
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