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1. アクション・リサーチ（以下 AR）の定義                                    
- 佐野（2005, p.5）： 

「教師が教室での問題を克服し、授業改善を図る。それがアクション・リサーチなのです」 
- 岡崎・岡崎（1997, p.19）cited in 横溝（2000, p.15）： 

「自分が担当する教室の持つ（また教室に影響を与える教室外の）問題について教師自身が理
解を深め、自分の実践を改善する事を目指して提起され進められる、小規模な調査研究であり、
自分の教室を超えた一般化を直接的に目標とするものではない」 

- 横溝（2000, p.17）： 
「自分の教室内外の問題及び関心事について、教師自身が理解を深め実践を改善する目的で実
施される、システマティックな調査研究」 

 
2. AR の特徴                                                   
AR の特徴（横溝, 2000; 島田, 2008; 玉井, 2009） 
■ 改善・変化を志向 
→ 実践の問題に直接関与し、改善や変化を志向する（島田, 2008） 
（⇄ 一般的法則の発見・真理の追求（実証研究）） 
 

■ 状況に密着している・ローカルに根差した研究 
  → 教師が実際に担当している教室・学習者を対象とする（横溝, 2000） 
  → 「実践の文脈やそこで生じている課題の固有性を含み込んだ研究を行うという点において文脈 
         固有の価値と深く結びついた研究」（島田, 2008, p.96） 
      （⇄ 変数の統制・交錯要因の統制（実証研究））  
 
■ 研究結果と同時に研究過程が共有される 
→ 行為のプロセスを明らかにする（島田, 2008） 
→ AR の過程は教師・学習者・研究を共有したい人に還元されるべき（玉井, 2009） 

   →  AR の過程の記述について（Shulman, 2004, cited in 藤江, 2007, p.269） 
① 教師の明示的・暗示的「意図」、 
② 教師の意図や計画が妨げられた「偶然の出来事」 
③ 偶然の出来事に直面して教師が下した「判断」、 
④ 判断にもとづく行動の「省察」 
 
 



■ 内省（reflection）を伴う 
→ 「リフレクションとは、教室で生起する事象を、表層に現れる現象だけで捉えず、厚い地層の下
に眠る暗黙知に光をあて、教師の行動や心理を明らかにする授業研究のアプローチである」（八田, 
2000, p.ii） 

  → 行為の中の省察（reflection-in-action）・行為についての省察（reflection-on-action）  
   → AR のプロセスを通してずっと積極的に行われるべき活動 
 
3 AR の手法                                                                                   
■ 様々な手法 例）仮説検証型（佐野, 2005）・課題探求型（横溝 2009）など 
■ 手法の共通点： 

  

図１：島田（2008） 図 2： 横溝（2000）・Burns (2010) 
 
4 AR の評価                                                 
■ 評価の二つの側面：実践としての評価と研究としての評価（秋田, 2005; 藤江, 2007） 
（１） 実践としての評価（秋田, 2005） 

1) 有効性：アクションがどの程度問題解決に役立つか 
2) 実用性：アクションは他の類似した場面においても実行可能か 
3) 受容性：アクションは他の実践者・研究者・学習者に対しても受け入れられる可能性はあるか  
 

（２） 研究としての評価（藤江, 2007） 
1) 共有可能な知見を生み出すこと 
2) 知見を具体的に支持する根拠と研究過程の提示 
3) 当該知見と先行知見との関連・位置づけ 

 
■ AR の信頼性：内的一貫性の重要性（秋田, 2005） 

 問題の背景・特徴の記述 
 方法の記述：ARサイクルの使用法・データ収集方法・分析方法 
 過程・結果の記述：事実と解釈の区別の必要性 
 理論的観点からの考察の必要性 
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5 まとめ                                                     
表 1. AR が ARであるための確認事項 

問題の設定 □ 自分の受け持つ教室内外の問題を対象としているか 
改善・変化 □ 授業実践や教室内外の問題の改善・変化を志向しているか 

過程の記述 
□ 教師の意図・偶然の出来事・教師の判断・内省が記述されているか 
□ 問題の背景・文脈の特徴についての記述が見られるか 
□ データ収集方法・分析方法についての記述が見られるか 

内省の記述 □ 教師の意図や行動・判断・心理が明示されているか 
問題解決サイクル □ 問題発見・計画・行動・分析・内省のプロセスを経ているか 
 
表 2. よりよい ARに向けて：評価の観点の整理の試み（予備提案） 

有効性 □ 用いたアクションがどの程度問題解決に役立ったか 
実用性 □ 用いたアクションは他の類似した文脈でも実行可能か 
受容性 □ アクションは他の実践者、学習者に対して受け入れられる可能性はあるか 

知見 
□ 共有可能な知見を導き出すことができたか 
□ 導き出された知見と先行研究との関連・位置づけに対する記述はあるか 

内的一貫性 
□ 問題の背景・場の特徴の記述が詳細にされているか 
□ AR サイクルについての詳細な記述が見られるか 
□ データ収集方法・分析方法についての詳細な記述が見られるか 

結果の解釈 
□ 解釈と事実が区別して書かれているか 
□ 理論的観点からの考察が見られるか 

 
 
6. 来年度に向けての課題：よりよい ARのために                                             
□ 英語教育における ARの数 
□ 科学的な研究手法は必要か？ 

 科学的手法を取り入れると教師にとって研究のハードルがあがる 
 研究方法を教員研修で？ 

□ public theories へ向けて・・・ 
 先行研究との関連 
 一般化についての議論の整理：仮説継承（田中・山西, 2004; 山西・田中, 2003） 
 事例研究としての ARのあり方 
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