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教育を再考察：理論から実践へ向けて

or

😊 Activity
Please ask me:

教えることについて書いて見よう。

A: Why did you write
___
B: (Short answer)
A: +1 Q
B: Longer answer

教師教育における有言実行
In collaboration with
Fumi Takegami
Prefectural
University of
Kumamoto

Terry Laskowski
Kumamoto University

What Are Personal Theories of Teaching?
Teacher Maxims 原則 (Gensoku) are theories/ principles
that guide teachers actions.
•
•
•
•
•

教えることに関して個人の考える理論とは？
教師としてまたは学習者としての経験
教師教育における経験
個人的な信念
見習い者として

😊 Activity:
あなたが考える教育理論とは

1. teaching maximを１つ挙げてください。

個人が考える理論
先生の原則 (Gensoku)の例:
* 学習者との関わり:学習者の興味関心に従おうとする.
* 計画: 指導計画を立て、実践しようとする。
* コントロール: 授業計画に沿った授業実践.
* 正確さ : 生徒のアウトプットは正確でなければならな
い
* 流暢さ:流暢に考えを表現できるか。間違いは学習の一
部。
* 地位:学習者をコントロールする。

Outline of Keynote Speech
1. カリキュラム政策について
2.教師教育を通して教師改革

2. 周りの人に聞いてみよう。
Member’s
name

Member’s teaching maxim

3.実際について
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カリキュラム政策はトップダウン

目的は?
To improve students’ communicative competence
4 areas of Communicative Competence

カリキュラム改造改造計画（2012)
1)コミュニケーション能力の向上と文法・訳読方
式はなるべく少なくする。

Linguistic (grammar) Competencies
+ Social (Interactive)
Competencies
文法能力
社会文化的能
談話能力
方略的能力
力

バランスが悪いと思いませんか?

2) 英語の授業は英語で行う。（TETE)

 Language Usage
*Linguistic competence:文の構成 正しい文法 語彙習得
発音音を正確に操る（うまく発音する）ような能力
*Discourse competence：ある程度まとまった内容や考え
をわかりやすく伝える力や、単文レベルではなく、まと
まりのある内容を把握する能力
 Language Use
*Sociolinguistic competence：相手や状況に合わせて適切な言葉
づかいを使い分け、円滑なコミュニケーションを行う能力
*Strategic competence：言語上の問題に直面したときに、何と
か工夫して切り抜けてコミュニケーションを図ろうと続ける能
力

Conflict with policy: A mismatch in teaching approaches
• 英語の授業は英語で行う
“MEXT stipulated in its new Course of Study that English, in principle,
should be taught in English at senior high schools and that the new
policy is to take effect in academic year 2013”.

政策と実際の指導法との隔たり

コミュニケーション能力の向上と英語で英語を
＝ 文法・訳読

Reconceptualizations of Teaching
Fullan’s (2007) 3つの要素：

新しい指導法
新しい教材

• 多くの教師にとってはショック
“This was shocking to many practicing high school teachers of English
because the teaching method most popularly employed in Japan now
is grammar-translation, where the medium of instruction is
predominantly Japanese (Igawa, 2013)

考えの変化
３つの要素は同時に—all have to happen at the same time:
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Professional Development (PD) & Active Learning

現在の教え方について考えてみる

An inversion of a well-known maxim:

学習理論

現在の教授法
教師教育には有言実行

今までの指導法
行動主義を基に
刺激と反応

現在の指導法
社会構築主義を基に

学習は社会的媒体による

文の構造習得

相互的関わり合いに注目

生徒は受け身に

生徒は主体的に

言語と思考に対するヴィゴスキー
（心理学者）の 基本的な考え
2 ~3 years old

P
a
s
s
i
v
e

学習理論を知るべき?

教え方や方法を知るべき?

A
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n
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A social-cultural view of thought and the role of language
認知的発達

社会文化的背景
認知としての
‘Languaging’

コミュニケー
ションとして
‘Language’

学習は言語を通した社会的なものである。
学習は社会的相互関与によって生まれる。

Social-Cultural Context

認知的発達
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Social dimension of language and thought:
ヴィゴスキーの考え：言語は思考を刺激
する役割を果たすもの
 教師はその専門となる第２の言語secondary)
discourse）が必要。それがさらに自らの実践
をより深く考察できる自律した教師へ。

社会構築主義では:
学習は協働的学習過程
学習は実践を通して：活発な活動
学習者は自らの経験や知識を生かして学習
学習者は他者との関わりあいを持ち、他者から学ぶ。
第２言語学習のフィードバックをえる。

Talking the Talk In Terms of Teacher Development
教師教育に必要なもの:
• 文献
• プログラム参加
• 学会参加

Communicative Language Teaching (CLT)
Also Task Based Language Teaching (TBLT) as listed below：
英語を使ってインフォメーション交換や問題解決の活動
を取り入れる。
 学習者主体となる活動を取りいれる。学習者の学習経験
も考慮に入れて。
 本物またはリアルなトピック
学習者が創造的になる学習環境作り。
グループ活動は小グループでー全員参加

良い学習環境作り
教師と生徒、生徒同士の会話の場面を作る
英語で表現できるよう機会を作る

協

ペアやグループで相互活動を促す

生徒のレベルに合わせてぼちぼちと

ア
ク
テ

CLT とCLLで問題解決に挑ませる。

ブ

説明しすぎや訂正をしすぎないように：エラーも学習の一部

働

学

習

イ
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（Collaborative Learning)

+
Collaborative learning redefines traditional learning:
• when two or more students work together to find solutions to a
given leaning task, such as problem solving.
• It recognizes the value that learning occurs through social
interaction as Ss. benefit from each other’s experiences

+
(Cooperative Learning in Collaborative Learning)

He who by reconceptualizng the Old gains
knowledge of the New is fit to be a teacher
--- Confucius
孔子：“温故知新”
子曰：“溫故而知新，可以爲師矣”
Active learning is not a new idea!

Giving productive roles to students in groups focusing on development of:
• interdependence (valuing teamwork),
• accountability (individual responsibility);
• interaction (supporting members to actively participate)

But the wine is still good

= Active Learning

Student attention
spanby
during
a lecture is roughly
He who
reconceptualizng
thefifteen minutes.

Old gains
knowledge
of the New
• What
they remember:
theisfirst
fit to be a 10
teacher---Confucius
minutes of lecture 70 % ;
Active learning
Teacher
重要な意味のあるイン
プット
Student output:先生と
友達と活動して実りあ
るアウトプットを

• last 10 minutes 20%
孔子：“温故知新”
子曰：“溫故而知新，可以爲師矣”

Conclusion:
Including ActiveActive
learning
in a lesson
to break
up idea!
learning
is not
a new
the lecture [on language work: teaching grammar;
focusing on translation] is important:

But the wine is still good

to engage students when their attention drifts
(Prince, 2004)

CLIL の理想的なイメージ
(Content and language integrated learning)
Content: 内容
• 教科内容
Subject knowledge
taught in a course

Target Language 英語
CLIL

• Syntax:
Grammar, vocabulary, phonology, etc.
•

Discourse functions:

アクティブラーニングのため
のCLIL

内容
Topics in textbook
readings on health,
science, history,
culture, travel,
life experiences, etc.

教え方・何故その方法？

Pedagogy for
Integrated Learning
Social Constructivist
learning theory:
CLT, CLL methods:
Jigsaw, Task-based,
debates, speech
presentation, poster
activities, etc.,

言語
• Basic:
vocabulary, phonology,
and sentence grammar.
• Academic:
discourse functions
and markers such as defining,
comparing/contrasting,
classifying, explaining,
hypothesizing,

学習者はどう学ぶか.
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Active learning

Active learning

日本の英語教師

国の政策

地域：学校

クラス担任・クラブ活動など
英語の授業

Poster activity / Debate
Chronological
Concerns

CLT / CLL /Project-based learning

シラバス：テス
ト・教科書進度
など

Social Constructivism
Active learning

Conceptual
Concerns
(日々の授業・テスト
準備など）

Active learning

Scaffolding the International Bento activity

Walking the walk: 改定または新しい教材
教科書の内容を拡げてアクティブな学習活動・英語で英語を教え・コミュ
ニケーション能力を向上させ・JTE or ALTsと協働しましょう。
 JHS: 旅行などの行事を英語で発表 (in groups discuss most impressive aspects
of trip and present ideas on posters—with ALT)
 SHS:
-垂直農法(jigsaw activity to design and present ideas on poster-with ALT);
Unicorn English Communication Bun-Eido
- Curing the chess on ice (摩擦の概念を教える—with JTE); New Treasure
Z-kai shuppann
-How primitive people lived (原始人の生活はそんなに原始的？—
方略を学ぶ—a theme textbook-with ALT); Pro-Vision English
Communication Kirihara shoten
- 弁当アクティビテイー-with ALT
Pro-Vision English Communication Kirihara shoten

ぼちぼち(scaffolding)

Comm./
Active/
learning
Lesson

実践できる時
を見つけよ
う！

Goal: Ss create, design and present international bento concept
7. 評価Evaluate posters in rotation sequence
6. 発表Present posters in rotation sequence
5. 作るMake a presentation script
4. 問題解決Design a poster on worksheet
then on Poster size paper
3. グループにStudents are put into groups
2. 本物を知るReadings and Youtube video on international
Bento
1. Brainstorm: Write what comes to your mind about Bento

Case1 JH 2nd

Topic: My Favorite Movie
Activity: Ss create Short Favorite ( Fun ) Story
Summary

Teacher-centered teaching approach

• Brain storming
• グループ ・デイスカッショ
(Create the interesting Story)
• ４コマ漫画
（A3 ４枚)
• 練習
語彙・表現・発表・
イントネーション・ジェスチャー
など
• クラスで発表
• 友達同士で評価
Students- centered teaching approach
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Case 2

Case２ SH 1st Topic：Vertical Farming

SH 2nd ：Topic :Curling Chess on Ice
Activity: CLIL based Approach +
Presentation

Activity：Jigsaw ＋ Presentation
• Pitchman’s role
• Designer’s role
• Financial planner’s role
• Troubleshooter’s role

“A group of Young scientists teach
elementary Ss natural phenomena”
A:
B:
C:
D:

Learning Goal

Activities
Task-based activities, Jigsaw activities,
Problem-solving activities, Project based
activities, Speech Presentation, Debates
poster activities etc.,

Static friction
Kinetic friction
Use of friction
What would the world be like
without friction?

Assistance Performance role of JTEs~ALTs

Modeling: 生徒に見せる. ALT~JTE の役割
Questioning: Talk with Ss beyond comprehension Q’s to
assisted Q’s (what/why/how would you do?)

Teachers’ role
Cognitive Scaffolding: e.g.,
Activating background
knowledge, Give Ss
Supplementary materials

Organizing: 相互的な活動を明確に説明
Motivating: 考察できる活動・
と評価

良いフィードバック

Learning Level

Beliefs: 見ることは信じることである。
Staff &
Professional
Development

Change in
Teachers’
Classroom
Practice

Change in
Students
Learning
Outcomes

Change in
Teachers’
Beliefs &
Attitudes

Guskey’s alternative model of teacher change.
Tell me and I forget; Teach me and I understand; Involve me
and I learn---Ben Franklin
Do you believe?

変わりたいなら、実際にやってみましょう！
Waters and Vilches, 2000 Integrating teacher learning: the School- Based
Follow-up Development Activity
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Waters and Vilches, 2000 Integrating teacher learning: the School- Based
Follow-up Development Activity
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