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1. はじめに                                                                                                 
1.1  「研究」とは何か 
! 研究とはリサーチのことを指す 
! リサーチとは「秩序だった探求」（セリガー・ショハミー 2001） 
! リサーチを構成する 3つの要素：①研究課題 ②データ収集 ③データ分析&解釈 

(Nunan, 1992; Ellis, 2012) 
1.2. 実践研究とは何か 
! 本発表における実践研究 = 実践者による研究(practitioner research) 

1) アクション・リサーチ  
2) 探求的実践 (Allwright, 2003) 

1.3. 実践報告と実践研究の違い 
! 実践報告= (＋) 課題 (̶) データ収集 (̶) データ分析&解釈 
! 実践研究= (＋) 課題 (＋) データ収集 (＋) データ分析&解釈 
 
2. 問いの立て方                                                                                            
2.1. 問いを考える手段：科学的リサーチの場合（浦野 2013） 
! 英語教師として、また英語(や他の外国語)学習者としての自分の経験や関心 
! 大学(院)の授業や研究会等 
! 学会発表等、またそれらをまとめた研究誌、論集等 
! 英語教育に関する先行研究や、それらを概観した書籍 
! 文献データベース(CiNii,ScienceDirect,IngentaConnect,ERIC,GoogleScholar 等) 
! 英語教育関連分野(心理学、教育学、言語学等)の先行研究や、それらを概観した書籍 
2.2. 問いを考える手段：実践研究の場合 
! 日常の実践においてずっと気になって考えているもの 
! 授業で困っていること・学習者にこうなってほしいと思う点（佐野 2005） 
! 教師自身が興味をもった理論や指導技術の効果の検証（佐野 2005） 
表 1. 各研究における課題の決定のプロセス 

研究 経緯  研究課題 

河田(2014) 
- アルファベットが書けない学習者も… 
- 私語・立ち歩き・化粧・漫画・居眠り 
- まずは落ち着いた学習環境を… 

→ 授業で起こっていることを理解したい 

藤田(2014) 

- 統語的知識の欠如 
- 中学校レベルの言語形式が理解できていない 
- CAを中心に授業を行いたい 
- もっと学習者を動機づけたい。でもどうやって？ 

→ 
タスクを用いて学習者の動機づけを高め
ることは可能か 

Note. CA=communication activity 
2.3. 問いの側面：どのような側面を調査したいのか(Baumfield et al., 2013) 
! 理解（What’s going on?） ：対象としているクラスの中で何が起きているのかを調査する 
! 変化（What happens if?） ：対象としているクラスである指導法を試すとどのようになるかを検証する 



3. データ収集方法                                                                                        
表 2. 各研究の研究課題とデータ収集方法 

研究 課題 データ収集方法 詳細 

reaction paper 授業後に学習者が授業の感想を記録 
河田(2014) 

授業内で起こっていることを
理解したい 教師による授業記録  

質問紙調査 7 件法・毎回の授業後に調査 
藤田(2014) 

タスクを用いて学習者の動機
づけを高めることは可能か 教師による授業記録 毎回の授業後に記録 

千田(2013) 
大学初級クラスの学習者が抱
えている不安を明らかにする 

半構造化面接 4 月と 6月の 2回実施 

 
3.1. データ収集のポイント 
! どのようなデータを収集するべきかは研究課題によって決まる 
! 量的データか質的データか、ではなく、現象を記述できるか、妥当なものとして裏付けられるか（秋田・市川 2001） 
! 測定したいことを測定できているか？構成概念妥当性 
 
4. データ分析方法①：データを量的に分析する                                                                                            
4.1. データを量的に分析する：統計手法の使用 
! 推測統計： 

- 手元のデータ（標本）から全体のデータ（母集団）を推測する手法 
- t検定・分散分析・χ二乗検定・（重）回帰分析・因子分析・構造方程式モデリング… 

! 記述統計： 
- 一般化は考えず、手元のデータの特徴を表現する手法 
- 平均値・中央値・分散・偏差・標準偏差・尖度・歪度 

4.2. 推測統計は必要か？ 
! 知りたいことは目の前の学習者について：目の前のデータを徹底的に見る 
! （推測統計に必要な条件である）標本の無作為抽出、変数の統制はほぼ不可能 
! 統計的に有意 = 実質的な差があるとは必ずしも言えない 
4.3. 記述統計の活用 
! 数値要約：たくさんのデータを 1つの数値にまとめる 
! ばらつきの可視化：データを図示してばらつきを見せる 
 

No pre-test post-test  平均値 標準偏差 

1 40 55 pre-test 31.87 13.28 
2 55 60 

数値要約 

--------" 
post-test 43.87 13.82 

3 20 20  
4 25 40 

5 30 45 

 

6 35 42 

7 38 31 

8 12 58 

ばらつきの 
可視化 

--------" 

  
 

 

 



 
5 データ分析方法②：質的データの分析方法                                                                                           
5.1. データを質的に分析する：現象の理解と理論化 
! データの体系的な解釈による学習者の行為や語り、授業中に見られた現象の理解 
! データを基に概念を生成し、現象を説明できるような理論の生成 
5.2. 質的データの一般的な手順（関口 2013, p.55） 
 

 

 
 

 

 

 

 

①データを読み込む 
②気になったところにその現象を 

上手く表すような見出しをつける 
③コーディングされたデータを集めて

説明概念を生成する 
 

 

 

 

④概念同士を組み合わせて 

さらに大きな説明概念を生成する（必要があれば） 
⑤ストーリーラインを生成し、結果を提示する 

 
5.3. 様々な分析手法 
! 事例コードマトリックス（佐藤 2008） 
! グラウンデッド・セオリー・アプローチ(Grounded Theory Approach) 
! 修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ(Modified Grounded Theory Approach)（木下 2003） 
! SCQRM (西條 2007)  
! 質的コード化の技法（高橋 2007）など 
 
表 3. 各研究の研究課題とデータ収集方法、データ分析方法 
研究 課題 データ収集方法 データ分析方法 

reaction paper 
河田(2014) 

授業内で起こっていることを
理解したい 教師による授業記録 

抜粋の紹介（2010年度実践） 
ストラウス・コービン版GTA(2012年度) 

質問紙調査 
記述統計算出（平均値・標準偏差） 
効果量算出・ヒストグラム描画 藤田(2014) 

タスクを用いて学習者の動機
づけを高めることは可能か 

教師による授業記録 M-GTA 

千田(2013) 大学初級クラスの学習者が抱 半構造化面接 構造構成的研究法（SCQRM M-GTA） 

関係性の 

構築 

発表前の 

不安 説明 
概念 

説明概念 1 

説明概念 2 

説明概念 3 

カテ
ゴリ 

結果 

--------------------------- 

--------------------------- 

--------------------------- 



えている不安を明らかにする 

6. 結果の提示方法                                                                                           
6.1. 量的データの提示 
! 必要な情報はきちんと載せる・読者に分かりやすく書く 
! 「データと分析結果に対して忠実に記述する慎重さ」（前田・山森・磯田・廣森 2004, p.173） 
6.2. 質的データの提示 
! 具体的データ・データの解釈の提示（＋先行研究、先行知見との関連性） 
! 分厚い記述を目指して：7つのタイプの薄い記述（佐藤 2008, p.6） 
表 4. 7 つのタイプの薄い記述（佐藤 2008, p.6） 

① 読書感想文型 主観的な印象や感想を中心とする、私的エッセイに近い報告書や論文      

② ご都合主義認容型 自分の主張にとって都合のよい証言の断片を恣意的に引用した記述が目立つもの 

③ キーワード偏重型 何らかのキーワード的な用語ないし概念を中心にした、平板な記述の報告書や論文 

④ 要因関連図型 
複数の要因間の関係を示すモデルらしきものが提示されているのだが、その根拠となる資料やデ
ータがほとんど示されていないもの 

⑤ ディテール偏重型 ディテールに関する記述は豊富だが、全体を貫く明確なストーリーが欠如している報告書や論文 

⑥ 引用過多型 「生」の資料に近いものを十分な解説を加えずに延々と引用したもの 

⑦ 自己主張型 
著者の体験談や主観的体験が全面に出すぎており、肝心の研究対象の姿が見えてこない報告書や
論文 

 
7. 今から踏み出す「最初の一歩」                                                                                 
(1) 自分のクラスの現状を把握する 
□ 自分のクラスについて気になっていることを書き出してみましょう 
□ 自分のクラスをよく観察し、授業記録をつけてみましょう 
(2) 実際に実践研究を読んでみる 
□ 中部地区英語教育学会紀要から（付録参照） 
(3) 自分のできることから始める 
□ 「研究法をマスターしてから」研究を始めることはできない 
□  研究を一緒に行える仲間をつくる 
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