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本日の流れ

1. 英語教育の最新動向 (5 min)

2. アクティブラーニングとは (10 min)

3. 立命館宇治のICT教育の実践紹介 (15 min)

4. 映画がええが！ - 内発的動機付けを高める授業の体験 (30 min)

5. 知識の注入はPCで！ - コロコロイングリッシュの体験 (20 min)



文部科学省『「英語が使える日本人」の育成のための行動計画』（平成15年3.31版より）

169校



理想とのGAP①

高校生の留学者数（平成14年度）
・・・4,160人

文科省の目標： 平成20年までに
・・・10,000人以上

実際には（平成23年度）
・・・3,257人

GAP



新たな英語教育



SELHiの次は・・・

◆ SGH (Super Global High School) : 
・・・ 2014年度56校、2015年度56校

達成目標

- グローバルな社会課題を発見・解決できる人材の育成

- グローバルなビジネスで活躍できる人材の育成

- 「いかに英語を身に付けるか」
→ 「身に付けた英語で何を発信するか」



立命館宇治高等学校のSGHの取り組み

SGH

海外派遣・留学制度

・海外大学研修プログラム
・トリリンガル留学
・スポーツ留学

課題研究

・日本文化再発見
・グローバルリーダーシップ
・グローバル課題研究

PBL型授業
(Problem-based 

Learning)

国際高校生フォーラム
留学生の受入れ拡充



グローバル人材として求められている条件

一般社団法人 大学英語教育学会EBP調査研究特別委員会、
一般財団法人 国際ビジネスコミュニケーション協会、
『ビジネスミーティング英語力』（朝日出版社 2015）



大学入試改革 「高大接続改革実行プラン」 （2015年1月、文部科学省）

いずれのテストも、CBT（Computer-
Based Testing）方式及び段階別成績表

示を導入する。英語等については民間
の資格・検定試験も活用する。



2015.6.18 山陽新聞より



社団法人 日本教育工学振興会、文科省HPより

学びの形の変化 : ２０１５年の教室の姿



大阪府大阪市 ► 平成27年度のタブレットPC1人1台を目指し、順次導入

大阪府堺市 ► 平成25年度中に全93小学校にタブレットPCを1500台整備、普通教室の無線LAN化

大阪府寝屋川市 ► すべての小学校にタブレットPCを導入

大阪府箕面市 ► 2つの小中学校（約1050人）においてタブレットPCを導入、全小中学校へ

和歌山市 ► 平成26年１月、小学校53校2分校にタブレットPC1900台を導入

三重県松阪市 ► 中学校2校でタブレットPC、無線LAN等のICT環境を構築、市内全域に広めていく。

滋賀県草津市 ► 「学校ICT推進費」として1,307万円を計上し、45台のタブレットPCを導入

兵庫県姫路市 ► タブレットPCを全小・中学校に導入

その他、東京都狛江市、東京都多摩市、東京都荒川区、東京都豊島区、東京都墨田区、東京都渋
谷区、神奈川県大和市、山梨県昭和町、愛知県岡崎市、愛媛県西条市、岐阜県美濃加茂市、奈良
県大和市、熊本県、佐賀県佐賀市、佐賀県武雄市、沖縄県竹富町、佐賀県の県立全高校、岡山県
備前市、学校単位では立命館小学校、立命館守山高等学校、近畿大学附属高等学校、千葉県立
袖ヶ浦高等学校 など

文科省の「教育の情報化ビジョン」では、2020年度までに全国の児童生徒に1人1台の環境を整える

学びの形の変化



立命館大学 椋本 洋 先生による

アクティブラーニングとは何か

• 一方的な知識伝達型講義を聴くという（受動
的）学習を乗り越える意味での、あらゆる能
動的な学習のこと。能動的な学習には、書く・
話す・発表するなどの活動への関与と、そこ
で生じる認知プロセスの外化をともなう。

－溝上慎一「アクティブラーニングと教授学習パラダイムの転換」（東信堂，２０１４ ）

認知プロセスとは，認知心理学における知覚・記憶・言語・思考といった心的表象と
しての情報処理プロセスを指す。

教えるから学ぶへのパラダイム転換、AL型授業の質を高める装置

書く・話すというアウトプットの活動、さまざまな他者の視点を取り入れ自己の理解を
相対化させる、宿題・課題を課す（授業外学習）



知識基盤社会（knowledge-based society）と
能力観の転換

本田由紀『多元化する｢能力｣と日本社会』

立命館大学 椋本 洋 先生による



TED ダニエル・ピンク
「やる気に関する驚きの科学」

AUTONOMY
MASTERY
PURPOSE



変わる教育

• ２０２０年度をめどに導入される、「学習指導要領」お
よび「センター試験」にかわる「達成度テスト（基礎・発
展）」は、義務教育から高等教育までを大きく変えてい
くだろう。

• 日本において，かって，（受験）学力は，知識・スキル
だけでなく，動機（「やる気」など）や特性（「従順で素
直な性格」や「前向きの性格」など）をも示す指標とし
て機能していた。

• ところが，近年両者の間の相関関係が低下し，学力
が動機や特性の指標として十分に機能しなくなった。
そのため，学力とは別に社会人基礎力を育成・評価
する必要が出てきた。

立命館大学 椋本 洋 先生による



教育課程の積み上げ

入試選抜による質の保証 教育課程の積み上げの模索

1960 2010

10.3% 大学・短大

57.70% 高校 高校

中学校 中学校

小学校 小学校

98.0%

s

56.8 % 22.9%

高専、専門学校大学・短大

授業理解度

立命館大学 椋本 洋 先生による



大学入試改革の対象層

教育接続と適正
な配置

競争選抜試験
教育・
学習支援

学力

立命館大学 椋本 洋 先生による



中教審答申（「質的転換答申」）
2012年8月

• 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・学習法の総称。学修者が能動
的に学修することによって、認知的、倫理的、
社会的能力、教養、知識、経験を含めた汎用
的能力の育成を図る。発見学習、問題解決
学習、体験学習、調査学習などが含まれるが、
教室内でのグループ・ディスカッション、ディ
ベート、グループ・ワーク等によっても取り入
れられる。

立命館大学 椋本 洋 先生による



0% 20% 40% 60% 80% 100%

秋田県

鳥取県

島根県

全 国

調べ活動

系列1 系列2 系列3 系列4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全国

島根県

鳥取県

秋田県

学習時間

3時間以上 2h～３ｈ 1h～2h 30m～１h 30ｍ以下 全くしない

島根県教育委員会提供の平成25年度全国学力実態調査より作図

立命館大学 椋本 洋 先生による

学校の授業時間以外にどのくらい勉強
していますか（塾，家庭教師を含む）

普段の授業では，本やインターネットを
使って，グループで調べる活動をよく
行っていると思いますか

中学におけるアクティブラーニングの実態



0% 20% 40% 60% 80% 100%

全 国

島根県

鳥取県

秋田県

発表機会

当てはまる どちらかといえば，当てはまる

どちらかといえば，当てはまらない 当てはまらない

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全 国

島根県

鳥取県

秋田県

話し合い活動

当てはまる どちらかといえば，当てはまる

どちらかといえば，当てはまらない 当てはまらない

立命館大学 椋本 洋 先生による

普段の授業で自分の考えを発表する
機会が与えられていると思いますか

普段の授業では，生徒の間で話し合う
活動をよく行っていると思いますか



しかし、高校教育では…
平成２３ 平成２４ 平成２５ 平成２６ 平成２７

１ 東京 東京 東京 東京 東京

２ 神奈川 神奈川 神奈川 神奈川 神奈川

３ 奈良 奈良 奈良 奈良 奈良

４ 大阪 京都 千葉 京都 千葉

５ 千葉 大阪 大阪 千葉 京都

６ 京都 千葉 京都 大阪 大阪

... ... ... ... ...
３８ 秋田 ３５ 秋田 ３７ 秋田 ４０ 秋田 ３６ 秋田

センター試験都道府県別順位表（5教科総合・ベネッセ）

立命館大学 椋本 洋 先生による



知識の習得を伴わない
アクティブラーニングは無用

状況主義の心理学

個人の知識や技能は，たった一人の頭の中にあるの
ではなくて，周囲の人々や， 文化的・社会的状況や
ツールと相互作用することによって成り立っている。

分散認知
distributed cognition 

立命館大学 椋本 洋 先生による



知的な初心者
intelligent novice

• 変化が激しく，リスクの多い時代では， 次々と新しい
難題にぶつかる。
→ 学校で学んだことがそのまま適応できない。

（初心者と同じ立場）
→ 速やかにその事態から学んで，知的に対処できる

ようになる必要がある。

知識を習得するだけでは不十分な時代になってきた。
→ 現実の生活の中で知識を活用できるかどうかが
問われる。
→ 「これから学ぶために必要な学力」が重要！

立命館大学 椋本 洋 先生による



知的な初心者になるためには・・・

• 「学び方」を学ぶ！

在学中に身つけた知識と技能がいつまでも有効なわ
けではなく， 卒業後も生涯にわたってブラッシュアップし
ていく必要があります。

そのためには「学び方」を学ぶ必要があるのです。
• 正しい答えのない学びに挑戦する！

失敗こそ学びの宝庫。失敗をおそれず，失敗したとき
は，なぜ失敗したかを徹底的に追求し，失敗をプラスに
転じることにより，失敗から立ち直り失敗を超える方略を
学びましょう。
• いろいろな人と交流する！

自分とは価値観の違う人と多く接し，互いに理解し合っ
て建設的な解決策にいたるようにコミュニケーションする
ことを体感し学びましょう。

立命館大学 椋本 洋 先生による
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● ビジネスで活躍できるグローバル人材の育成
● 英語の「学び方」を教える（特に辞書指導）
● 現実の生活の中で活用できる英語力
● 知識を与える作業はコンピュータに任せる！
● 英語を通して人間性を涵養する

これからの英語教育

Active Learning



①PowerPointにYouTube動画を張り付ける方法

YouTubeで “embed YouTube PowerPoint” で検索

②映画のセリフを検索する方法

Googleなどで「titanic script “I’m flying”」などと検索

③アテレコの方法

1) ファイルを閉じて開き、「スライドショー」：「スライドショーの
記録」：「先頭から録音を開始」

2) [ESC]キーで録音終了

3) ファイルを保存して閉じて開き、スライドショーを実行。その
際にYouTubeの音声をミュートにする



立命館宇治高等学校のICTの取り組み

＜タブレットPC導入＞
2014年度 IBコースを除く高校2年、IMコース高校1年
2015年度 IBコースを除く高校2年、IMコース高校1,2年

＜コロコロイングリッシュ導入＞
2014年度～ IBコースを除く全学年（中学・高校）



ソリューションとしてのコロコロ

• 意味のない単語をひたすら記憶していく（単語本による）英単語学習は、受験
生の目に「苦行」と映る。 （門田 2006）

• 最悪の場合は、成績のよい生徒にも、英語学習は孤独でつらいものと思わせ
「英語嫌い」を生む。 （門田 2006）

• 単語集の学習法が自分の学習法とあっていないにもかかわらず、その学習法
を教師から強要されるという弊害も考えられる。 （門田 2006）

生徒の習得語彙はなかなか把握できない

徒労に終わっている日々の単語テスト

語彙指導を放棄している

• 語彙学習においては学習者の日々の継続学習が必要であり、どの学習者がどの
レベルまでの語彙を習得しているかモニターし指導するには教師に多大な負荷が
かかる （姜 2008）

• 単語は学習者自信の努力によってのみ獲得されるものという既成概念が強く存在
する （太田垣 1999）

が解決！



コロコロイングリッシュのコンセプト

インターバルを拡げながら
復習を繰り返す！

時間

記憶量

100%

0

復習 復習 復習 復習
★

① 反復学習による語彙定着



② 音読、発音チェック機能による音声情報の処理

• 語彙を習得する際に、当該目標単語や表現の発音や音韻群内での音声変化とい
うような音韻的情報を統合して扱えてこそ、その語の総合的な英語力の向上へと
繋がる。 （岡田 2005）

③ 過去問・模試等の徹底分析に基づく頻度順単語・連語リスト

• センター試験カバー率 97%、英検準2級カバー率 99%、2級 98%
• CEFER-Jの語彙リストとの親和性は高いと予想される

• TOEICテストのカバー率はかなり高いと予想される

④ 語彙チャンク（コロケーション）の獲得によるアウトプット力の養成

started practicing the piano at the age of five.

He started practicing the piano at the age of five. （学習例文）

（語彙チャンクの獲得）

Let’s I got married （文の生成）at the age of thirty.start learning English!



コロコロで獲得できる語彙知識の深さ

◇ ３ラウンド方式（指導法の1つ）

I The word is not familiar at all. 
（見聞きしたこともない）

II The word is familiar but its meaning is not known.
（見聞きしたことがあるが意味は知らない）

III A correct synonym or translation is given.
（同義語を挙げるか、意味を正確に答えることができる）

IV The word is used with semantic appropriateness in a sentence.
（その語の意味に即した使い方で文が作れる）

V The word is used with semantic appropriateness and grammatical 
accuracy in a sentence.
（その語の意味に即した使い方で、文法・語法的にも正確な文が作れる）

Paribakht & Wesche (1993) Vocabulary Knowledge Scale (VKS)

<Round 1> ・・・ 単語の和訳テスト（1セクション／週） → 既知語を増やす！

<Round 2> ・・・ フレーズテスト（1セクション／週） → 使える語を増やす！

<Round 3> ・・・ 例文暗唱、応用（1セクション／週） → 正確に使える語を増やす！



※ 英検、センターテストのカバー率

※ コロケーションリサーチ社調べ

※ イディオムは分析対象に含まれていません

※ 2013年センター試験 第2問 カバー率 100％ （文法語法問題 - イディオム含む）

※ 総合3500以上を順次開発予定

※ 95%以上が既知語であると、内容を理解できると言われています

英検3級 英検準2級 英検2級 英検2級 センター

2008-2010 2008-2010 2008-2010 2014.1R ~2012
17478語 27959語 35846語 2872語 153044語

総合 500 83.4% 77.6% 68.4% 63.2% 68.7%
総合 1000 95.0% 91.0% 83.1% 78.4% 82.1%
総合 1500 98.0% 95.4% 88.8% 85.7% 87.9%
総合 2000 99.1% 97.6% 93.0% 92.0% 92.2%
総合 2500 99.5% 98.5% 95.8% 95.7% 95.0%
総合 3000 99.7% 99.0% 97.1% 97.2% 96.5%

コンテンツ（例文集）の信頼性



英語に接する時間の増大

• 語彙の定着・増強を英語の学習指導全体の中で考え、この指導を有機的につな
げて学習者の英語力を向上させるような実践が積み重ねられなければならない。
（門田 2006）

• 教師の介在があってこそ生徒の動機づけは持続するし、ネットワーク上で生徒の
学習と教師の管理がリンクされることによって、その形は一層強固なものになる
（姜 2008）

自学自習

自学自習

自
学

自
習

授業

授業

授業

授業

e-Learning 教材

総体的な
英語学習の流れ


