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• 研究テーマ 
• Task-Based Language Teaching  
• アクション・リサーチ

まず最初に

•本日は第一歩目のお話です 

• 学部生・現場の先生が対象です 

•　たたき台としてお考え下さい

おことわり

こんな経験が 

ありました 「授業がわからない」「もう嫌だ」

事例1

• 学習者を観察してみよう

• もっと内容に焦点を当てよう

•「絶対できる」と思える問題になら取り組みそうだ 

•英話の内容には興味を示しているようだ 

•チャットのような活動は負荷が高すぎてできないな

•授業での発言が増えてきたな 

•なぜこの授業はうまく機能したのだろう？
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「授業がわからない」「もう嫌だ」

深い理解 
授業改善

とある研究会にて
事例2



• ○○メソッドが重要だ！

• 期待とは裏腹に・・・

•A先生は英語教育でも著名な方だから間違いない！ 

•発表を聞いていてもこれは効果がありそうだ 

•明日からやってみよう！

•なぜA先生の実践のように行かないのだろうか 

•○○メソッドは効果が無いのではないか？ 

•「お前の授業のやり方が…」ってひどくない？

とある研究会にて
• ○○メソッドが重要だ！

• 期待とは裏腹に・・・

•A

•発表を聞いていてもこれは効果がありそうだ 

•明日からやってみよう！

•なぜA

•○○メソッドは効果が無いのではないか？ 

•「お前の授業のやり方が…」ってひどくない？

とある研究会にて

経験知 
指導文脈

そうだ 

研究 
をしよう

研究を行うメリット

深い理解

授業改善

暗黙知の言語化

研究って何？
教材研究

研究授業

研究とはリサーチを指す

リサーチとは 

「秩序だった探求」 
（セリガー・ショハミー 2001）

• 学習者を観察してみよう

• もっと内容に焦点を当てよう
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• 学習者を観察してみよう

• もっと内容に焦点を当てよう

•「絶対できる」と思える問題になら取り組みそうだ 

•英話の内容には興味を示しているようだ 

•チャットのような活動は負荷が高すぎてできないな

•授業での発言が増えてきたな 

•なぜこの授業はうまく機能したのだろう？

「授業がわからない」「もう嫌だ」

より体系的に

リサーチを構成する要素

研究課題　
データ収集　
データ分析&解釈

(Nunan, 1992, Ellis, 2012)

実践者による研究 
（practitioner research）

実践研究

•アクション・リサーチ 

•探求的実践

実践報告

「実践報告」とは、教育現場において執筆者自身が行っ
た比較的長期的な指導実践に基づき、実践内容を公開し
共有すること、あるいは教材資料の集積を目的として執
筆されたものを指す。

中部地区英語教育学会紀要執筆要領より

http://www.celes.info/wp/wp-content/uploads/editorial_policy_2013rev.pdf

課題 データ収集データ分析 
データ解釈

実践報告 （＋） （ー） （ー）

実践研究 （＋） （＋）（＋）

•研究とはリサーチを指す 

•体系的な探求 

•問い・データ収集・データ分析&解釈 

•実践研究 = 実践者による研究 

•アクション・リサーチ 

•探求的実践

研究とは何か

研究とはなにか 
問いの立て方 

データの収集方法 
データの分析方法 
結果の提示方法 

まとめ

今日のお話

問いの立て方
自分の経験 

関心
授業 
研究会 

学会発表 
研究誌

先行研究 
書籍

CiNii 
ERIC

心理学 
教育学

科学的リサーチの場合



実践研究の場合
•ずっと気になっていること 

•困っていること 

• 「こうなってほしい」こと 

•興味がある理論・指導技術

経緯

問い 
課題

- 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 
- まずは落ち着いた環境を・・・

授業で起こっていることを理解したい

河田（2014）

経緯

問い 
課題

- 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 
- コミュニケーションを中心に授業を行いたい 
- 学習者をもっと動機づけたい、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

藤田（2014）

•対象としているクラスの中で何が起きてい
るのかを把握する

理解

•対象としているクラスである指導法を試す
とどうなるかを検証する 

(Baumfield et al., 2013)

変化

What’s going on?

What happens if ? データの収集

研究課題・問い

課題・問いの答え

エビデンス

データ

文法テスト

質問紙（5件法)

スピーキングパフォーマンス

学習者のライティング

観察

授業記録

授業コメント

インタビューデータ

リスニングテスト

No pre-
test

post-
test

1 40 55
2 55 60
3 20 20
4 25 40
5 30 45
6 35 42
7 38 31
8 12 58

量的データ 質的データ

I think English is more 
interesting than math. There 
are three reasons
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

授業の感想
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

I think English is more 
interesting than math. There 
are three reasons
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

•どのようなデータを収集すべきかは研究課題で
決まる 

•現象を記述できるか・妥当なものとして裏付け
可能か 

•正直に、正確に、詳しく記載する 

•測定したいことが測定できているか？

データ収集のポイント



研究課題 データ収集

授業内で起こって 
いることを理解したい 
（河田 2014)

reaction paper 
授業記録

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？（藤田 2014)

質問紙調査 
授業記録

大学初級クラスにおける 
学習者の不安を 
明らかにする（千田2013)

半構造化面接

データの分析

No pre-
test

post-
test

1 40 55
2 55 60
3 20 20
4 25 40
5 30 45
6 35 42
7 38 31
8 12 58
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interesting than math. There 
are three reasons
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

授業の感想
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶ 

I think English is more 
interesting than math. There 
are three reasons
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

量的データ 統計

t検定

分散分析

相関分析

重回帰分析クラスター分析

ボンフェローニの修正

イエーツの連続補正

構造方程式モデリング

クロンバックのα

ベイズ統計 因子分析
球面性の仮定

均質性の検定

有意差

p値

F値

•t検定・分散分析・χ二乗検定・（重）回帰分析 
•標本から母集団を推測する

推測統計

•平均値・中央値・分散・標準偏差 
•手元のデータについての情報をまとめる

記述統計 記述統計
平均値だけで語るのは 

もうやめよう！



No pre-
test

post-
test

1 40 55
2 55 60
3 20 20
4 25 40
5 30 45
6 35 42
7 38 31
8 12 58

pre-test 

平均点 31.87 

post-test 

平均点43.87

No pre-
test

post-
test

1 40 55
2 55 60
3 20 20
4 25 40
5 30 45
6 35 42
7 38 31
8 12 58

平均値 標準偏差
pre-
test 31.87 13.28
post-
test 43.87 13.82

要約

可視化

棒グラフ

箱ひげ図

散布図

ヒストグラム

•たくさんのデータは1つの値にまとめましょう 

•平均値・中央値・標準偏差 

•ばらつきを可視化しましょう 

•データを図示して分析する 

•ヒストグラム・箱ひげ図・散布図etc

量的データの分析の第一歩

質的データ
I think English is more interesting than math. There 
are three reasons̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

I think English is more interesting than math. There 
are three reasons̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
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•学習者の行為・語り・授業中の現象の理解
理解

•データに基づいた概念の生成
理論生成
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①データの読み込み
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!
!
!
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説明 
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③概念生成
説明 
概念
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説明 
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カテゴリー

④カテゴリー生成

結果 
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ーーーーーーーーー 

結果図

⑤ストーリーライン・結果の提示

田中博晃(2014)「特性レベルの内発的動機づけを
高める授業と有能性の欲求」JALT Journal, 36, 
1, 91-124 

•外国ドラマや映画を用いた指導の研究 
•上記の介入において有能性の欲求が満たされるかどうか、
満たされるとしたらどのように満たされるのか、質的側面
を把握する

研究の目的

参加者と手法

•大学生1年生56名 
•重要表現の学習→スピーキング学習→リスニング学習



データの収集方法

第一部・第2部 
質問項目（田中 2014, p.122より抜粋) 
【特性レベルの動機づけ】 
1. 英語を勉強している時に、「あ、そうか」や「なるほど」と思うような発
見がある。 

2. 英語を勉強することで、初めて気づくことがあると嬉しい。 
3. 英語圏の人々や、彼らの生活様式について知るのは楽しい。 
!
【3欲求】 
1. 英語の授業では、教材・授業の進め方・学習内容に関して、私達にある程
度の選択の自由が与えられていると思う。 

2. 英語の授業では、先生は私たちの授業に関する意見を尊重してくれている
と思う。

質問紙調査①：7件法

データの収集方法&分析方法
質問紙調査②：自由記述形式のアンケート
自由記述形式アンケート 
（取り組みの自己評価・授業の感想） 
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶
̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶̶

修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ
(Modified Grounded Theory Approach, M-GTA)

ST
EP 手順 具体的手続き

0 関心の探索的明確化 研究目的の明確化・分析の視点の設定
1 関心相関的データ構築 データ収集
2 関心相関的テクスト構築 テクスト化

3
関心相関的 
分析ワークシート生成

概念化、新たに加えたデータと 
比較による概念の洗練

4 第3者による確認 応用言語学と質的研究の経験がある 
英語教員1名による確認作業

5 関心相関的理論構築 概念をまとめカテゴリーを生成

6 第3者による確認 応用言語学と質的研究の経験がある 
英語教員1名による確認作業

7
関心総鑑定理論構築（結果図・ス
トーリーラインの作成） 結果図の作成、解釈

田中博晃(2014) p.104

例）SCQRMを使ったM-GTAの研究手続き
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⑤ストーリーライン・結果の提示

データ収集

概念化

概念をまとめ 
カテゴリーを生成

結果図の作成、解釈

ST
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0 関心の探索的明確化 研究目的の明確化・分析の視点の設定
1 関心相関的データ構築 データ収集
2 関心相関的テクスト構築 テクスト化

3
関心相関的 
分析ワークシート生成

概念化、新たに加えたデータと 
比較による概念の洗練

4 第3者による確認 応用言語学と質的研究の経験がある 
英語教員1名による確認作業

5 関心相関的理論構築 概念をまとめカテゴリーを生成

6 第3者による確認 応用言語学と質的研究の経験がある 
英語教員1名による確認作業

7
関心総鑑定理論構築（結果図・ス
トーリーラインの作成） 結果図の作成、解釈

田中博晃(2014) p.104

例）SCQRMを使ったM-GTAの研究手続き

「3)リスニングは苦手意識があったけど、この授業を通して少
しだけ出来るようになったのではないかと思う。海外ドラマと
いう取り組みやすいテーマはリスニングをする上でとてもよかっ
た」（田中 2014, p.112) 

「4)リスニングはすごく苦手だったけど面白い教材のおかげで
毎回楽しんでできました。たぶん前より少しは聞き取れるよう
になったと思います」（田中 2014, p.112) 

「3)リスニングは苦手意識があったけど、この授業を通
して少しだけ出来るようになったのではないかと思う。海
外ドラマという取り組みやすいテーマはリスニングをする
上でとてもよかった」（田中 2014, p.112) 

「4)リスニングはすごく苦手だったけど面白い教材のお
かげで毎回楽しんでできました。たぶん前より少しは聞き
取れるようになったと思います」（田中 2014, p.112) 

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

苦手意識の軽減

概念生成

「7)今までの英語の学習の中で1番楽しく勉強が出来ました。も
し自分が社会に出て海外に行くことがあったら（たぶんないけ
ど）、この授業を受けて良かったな、思うことがあるかもしれ
ません⋯」（田中 2014, p.111) 

「22)今まで知らなかった会話表現がたくさん学べて良かったで
す」（田中 2014, p.112)

「7)今までの英語の学習の中で1番楽しく勉強が出来ました。
もし自分が社会に出て海外に行くことがあったら（たぶんな
いけど）、この授業を受けて良かったな、思うことがあるか
もしれません⋯」（田中 2014, p.111) 

「22)今まで知らなかった会話表現がたくさん学べて良かっ
たです」（田中 2014, p.112)

学習内容への 
満足感
概念生成



•発表活動の成果 
•実際に使うことで身に付く感覚 
•話すことでの記憶への定着 
•日常で役に立つ内容という認識 
•学習内容への満足感 
•喜び 
•苦手意識の軽減 
•繰り返し聞くことでの学習成果 
•テスト得点の上昇

生成された概念
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動機づけを高める授業での有能性の欲求が満たされるシステム
田中博晃(2014) p.114

•事例コードマトリックス 

•グラウンデッド・セオリー・アプローチ 

•修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ 

•質的コード化の技法

様々な分析方法

結果 
ーーーーーーーーー ーーーーーーーーー ーーーーーーーーー ーーーーーーーーー 

結果図

結果の提示

量的データの提示

平均値 標準偏差

pre-test 31.87 13.28

post-test 43.87 13.82

•必要な情報を載せる 
•平均値・標準偏差・実験参加者数 

•「データと分析結果に対して忠実に記述する」
(前田・山森・磯田・廣森 2004)

質的データの提示

具体的 
データ

データの 
解釈

先行研究と
の関連性

1 読書感想文型 主観的な印象・感情中心

2 ご都合主義型 都合のよい証言を恣意的に引用

3 キーワード偏重型 キーワード的用語を中心としすぎている

4 要因関連型 モデルのみ提示。根拠となるデータは提示
されていない

5 ディテール偏重型 全体を概観する明確なストーリーの欠如

6 引用過多型 十分な解釈の不足。生データのみ提示

7 自己主張型 主観・体験が全面に出過ぎ

（佐藤 2008）

7つのタイプの薄い記述

•自分のクラスの現状を把握しよう 
•気になることを書き出す 

•観察・授業記録・ビデオ 

•実践研究を読んでみよう 
•中部地区英語教育学会紀要から 

•できることからはじめよう 
•まずはやってみよう 

•研究を一緒に行う仲間を作ろう

学会後の「最初の一歩」
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調査・実験から実践まで』東京:東京大学出版会 

Baumfield ,V., Hall, E., and Wall, K. (2013). Action research in education. LA: SAGE Publication. 
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