
．はじめに

近年、 入試などの導入により、様々な大学で、試験では測ることのできない個性豊

かな、かつ大学の理念に沿う多くの学生を面接によって選抜し確保することができるように

なった。しかしながら、学科試験を行わずに入学する学生増加の理由により、神永（ ）

は、大学生の学力 極化を問題視している。本学でもスローラーナーの対処が大きな課題と

なっており、 年度に 学習支援センター を設立し、授業外に学生の様々な科目の基礎

学力向上支援に取り組んでいる。

年次の学生は、入学当初に英語力を測るプレースメントテストを行い、発展レベル、標

準レベル、基礎レベルの習熟度別のクラスで英語 、 をそれぞれ受講する。 年度は、

発展クラスに ％、標準クラスに ％、基礎クラスに ％の学生がそれぞれ割り振りさ

れた。つまり、本学生の半数以上が英語の基礎を学びなおしているということになる。加賀

田（ ）が基礎クラスの学生に行ったテストと同様のテストを 年度に発展クラスにも

行った。両クラスの正解率は以下の通りである。
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日本文を参照にしながら、（ ）の中に適切な単語ひとつを書き入れなさい。

．彼女の名前は と言います。

（ ）

．あなたは学生ですか？

（ ）

．あなたは車を持っていますか？

（ ）

． は英語があまり好きではありません。

（ ）

基礎クラスの正答率は、 ．が ％（正答 ）、 ．が ％（正答 ）、 ．が

％（正答 ）、 ．が ％（正答 ）であり、発展クラスの正答率は、 、 ．

が ％、 、 ．が ％であった。

年度に本学の 回生 人に行ったアンケートでは、 ％の学生が中・高時代にペア

やグループ学習を経験していることが判明したが、ペア・グループ学習の経験者の中で、

分の授業のうち 分未満と答えた学生が ％、 分以上から 分未満と答えた学生が ％、

分以上から 分未満と答えた学生が ％、 分以上と答えた学生は ％だった。つまり、

本学の多くの学生は中高時代にペア・グループ活動で英語を学んだ経験はあるが、教師主導

型の授業を中心として英語を学んできたことが示唆されている。

（ ）では、学生の授業参加を促すペア・グループ活動は学習意欲を高める効

果があることが実証されている。さらに、 （ ）は、競争や個別で行

う授業形態よりも協同で学習する方が学力を向上させる効果があることを実証している。し

かし、筆者は学力差のある日本の大学生を対象とした英語教育分野における協同学習の研究

を目にしたことがない。

本稿では、まずは、協同学習とはどのような手法なのかを定義し、協同学習が先行研究で

は情意面と学力面でどのような効果を示しているのかを説明する。次に、 つのクラスで、

協同学習理論を取り入れたペア・グループ活動を用いた授業によって、学生の、 英語学習

に対する情意面、 英語技能面、 ペア・グループ活動に対する情意面で、どのような差が

あるのかを検証したい。

．協同学習理論

．協同学習の定義

石田・長浜（ ）によると、 協同学習 は グループ学習 の一種であるが、 グルー

プ学習 は 協同学習 よりも広範囲の意味で使用される。さらに、

（ ）は次の つの条件を満たすペア・グループ活動を 協同学習 と定義して

いる。
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協同学習理論を活かしたペア・グループ活動への取り組み（盛岡）

．互恵的な協力関係（肯定的相互依存）（ ）

．個人の責任性（ ）

．対面しての相互作用（ ）

．社会的スキル（ ）

．グループの改善手続き（ ）

協同学習を行う場合は、協力することが必要な条件の下でグループに分かれて活動させる

際に、質の高い協力を生み出す社会的スキルを学び、互いを励ましながらチームに貢献する

ことが求められる。また、与えられた個人の責任を果たせるように考慮しなければならな

い。さらに、グループが効果的に機能するために、行った作業を振り返る時間も必要にな

る。

．協同学習と学力面

協同で学習することは、学力を向上させるために有効な手法である（杉江 ）。

（ ）は の実例を用いて、学力面の効果を協同条件、個別条件、競

争条件に分けて比較し、協同条件は、個別条件や競争条件よりも学力を高める効果があると

いう報告を行っている。さらに、英語学習において大場（ ）は、短期間でかつ週に 回

の授業でも、協同学習の手法で学生に話す機会をあたえることによって、スピーキングの流

暢性を高める効果があることを証明している。また、個人よりもペアで取り組んだ学生の方

が、意見を共有できたり互いに助け合えたりするので、正確で複雑な文法が使用できるよう

になった（ ）ことが報告されている。

．協同学習と情意面

多くの研究者は、ペア・グループでの活動が情意面を高めるのに有効であると考えてい

る。協同学習は学習者が中心なので、内発的動機を高める効果がある（

）。 （ ）によると、競争は時には互いのや

る気をそぐなど否定的な結果をもたらすことがあるが、協同は互いに励まし合い努力を促進

する効果がある。また、 （ ）は、協同条件では ）学習者はお互いに共通の

目標を持ち、相互依存するので、団結を高める。 ）学習者は目標を達成するために仲間と

助け合うことができるので、個人で学習するよりも成功の期待が一層高まる。さらに、学習

者は成功を期待するときに最大限の努力をする。また、 ）チーム内のそれぞれが、役割を

果たすための義務感や道徳的責任感を持つので、互いに高めあうことができる、と述べてい

る。

．調査計画

．調査目的

本研究の目的は、学力差のある つのクラスで、協同学習を用いた授業によって、学力面

と情意面でどのような差がでるのかを調べ検証することにある。さらに、この つの面にど



の程度の関係性があるかについて検証をし、協同で英語学習を行った学生の感想を分析する

ことで、今後の授業のあり方について示唆を得ることにある。

．調査協力者

大阪商業大学 回生の 名中、中高時代にペア・グループワークを通して学んだことの

ある 名に協力を得た。

調査協力者の習熟度別内訳を表 に示す。

．調査時期 平成 年 月

．材料

先行研究（加賀田、 ）を参考に、学生の、 英語学習に対する情意面、 英語技能

面、 ペア・グループ活動に対する情意面を測定するために作成した質問紙（ 参

照） 項目を使用する。

．分析方法

上記 、 、 についての 件法の質問紙の信頼性を検証し、上位群（発展クラス）と下

位群（基礎クラス）に実施した。次に両群の比較を、カイ 乗検定を用いて統計学的に分析

した。加えて、アンケート項目間の相関の検証と学生の自由記述の分析も行った。調査協力

者には無記名で回答してもらい、成績には影響しないことを伝えて依頼をした。

．授業の様子

授業の構成は、上位群、下位群ともに、まず、ペアになり簡単な会話の練習をし、次に、

テキストを用いて英語の 技能（読む、聞く、書く、話す）の学習を行った。テキストを使

用する場合にも、ペア・グループで作業する時間を設けた。最後に、協同で行う活動を 分

から 分間行った。 授業ではペア・グループ作業をさせる際には、上記に示した

（ ）の示す協同に必要な つの条件を満たすように心掛けた。

．調査結果と考察

．質問紙の信頼性

クロンバックアルファを用いて、 項目の質問紙の内的整合性を検証した結果は、

であった。竹内・水本（ ）によると、質問紙のような心理尺度では 以上が望
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表 習熟度別内訳

発展（上位） 基礎（下位） 計

（ ） （ ） （ ）

（ ）は女子学生の人数を示す。



協同学習理論を活かしたペア・グループ活動への取り組み（盛岡）

ましいとされている。

．中高時代と現在の比較

表 から表 は、全体（発展クラス・基礎クラス）、発展クラス、基礎クラスでのそれぞ

れ全 項目の内、平均値の上位 項目と下位 項目を表したものである。全体を示す表 で

は、 中高時代に比べて、ペア活動やグループ活動は役に立つと感じるようになった 、 中

高時代に比べて、ペア活動やグループ活動に積極的に参加するようになった などペア・グ

ループ活動に対する情意面に関する項目と、 中高時代と比べて、英語学習が楽しくなっ

た 、 中高時代と比べて、英語学習が好きになった など英語学習に対する情意面に関する

項目が上位にあげられている。一方、 中高時代と比べて、英語が話せるようになった 、

中高時代と比べて、英語が書けるようになった など英語技能面に関する項目は下位にあ

げられている。

発展クラスを示す表 では、上位項目には、ペア・グループ活動に対する情意面に関する

項目である、 中高時代に比べて、ペア活動やグループ活動は役に立つと感じるようになっ

た 、 中高時代と比べて、ペア活動やグループ活動の結果、助け合うことによる喜びや充実

感を得るようになった 、さらに 中高時代と比べて、ペア活動やグループ活動に積極的に

表 全体（発展クラス・基礎クラス）の上位項目と下位項目

項目 （ ）

上位

項目

中高時代と比べて、ペア活動やグループ活動は役に立つと感じるようになった。 （ ）

中高時代と比べて、英語学習が楽しくなった。 （ ）

中高時代と比べて、ペア活動やグループ活動に積極的に参加するようになった。 （ ）

中高時代と比べて、英語学習が好きになった。 （ ）

中高時代と比べて、積極的に授業に参加するようになった。 （ ）

下位

項目

中高時代と比べて、外国の人に道を尋ねられたら、積極的に英語を話そうとする気持ちになった。 （ ）

中高時代と比べて、英語が話せるようになった。 （ ）

中高時代と比べて、英語が書けるようになった。 （ ）

表 発展クラスの上位項目と下位項目

項目 （ ）

上位

項目

中高時代と比べて、ペア活動やグループ活動は役に立つと感じるようになった。 （ ）

中高時代と比べて、ペア活動やグループ活動の結果、助け合うことによる喜びや充実感を得るよう

になった。
（ ）

中高時代と比べて、英語が聞けるようになった。 （ ）

中高時代と比べて、ペア活動やグループ活動に積極的に参加するようになった。 （ ）

中高時代と比べて、英語学習が好きになった。 （ ）

下位

項目

中高時代と比べて、外国の人に道を尋ねられたら、積極的に英語を話そうとする気持ちになった。 （ ）

中高時代と比べて、英語が書けるようになった。 （ ）

中高時代と比べて、ペア活動やグループ活動の結果、英語学習が好きになった。 （ ）

中高時代と比べて、ペア学習やグループ活動の結果、他者を通して今まで気づかなかった自分を発

見できるようになった。
（ ）



参加するようになった があげられている。英語技能面に関する項目では、 中高時代と比

べて、英語が聞けるようになった が上位にある。最近接発達領域とは、学習者が、現在い

る発達段階に近接したすぐ上の発達領域を示し、現在の発達段階よりは上であるが、教師や

他のよりできる仲間など他者の助けを借りれば次の発達段階に属する課題を遂行できるよう

になること（ ）である。発展クラスの学生が、 中高時代と比べて、英語が

聞けるようになった を上位項目にあげた理由は、 人では聞きとることが困難な箇所で

も、学習者間で協力し合いながら学ぶことによって、理解可能になるからかもしれない。下

位項目には、 中高時代と比べて、ペア活動やグループ活動の結果、英語学習が好きになっ

た があげられている。発展クラスの学生は、中高時代から英語学習に対して否定的な感情

を持っておらず、ペア・グループで学習を行ったから英語が更に好きになるわけではないと

考えることができる。

基礎クラスを示す表 では、表 と同様に、上位には英語学習に対する情意面に関する項

目である、 中高時代と比べて、英語学習が楽しくなった 、 中高時代と比べて、英語学習

が好きになった 、 中高時代と比べて、積極的に授業に参加するようになった と、ペア・

グループ活動に対する情意面に関する項目である、 中高時代に比べて、ペア活動やグルー

プ活動に積極的に参加するようになった 、 中高時代に比べて、ペア活動やグループ活動は

役に立つと感じるようになった があげられている。中学校の英語学習の段階で躓いた学生

が基礎クラスにはいることを考えると、まずは英語力を身につけるために学生が英語を、ペ

ア・グループ活動を通じて積極的に学び英語学習に対する不安感を取り除くことが必要であ

るので、情意面が上位項目にあがったことは望ましい結果だと言える。基礎クラスの下位項

目には、発展クラス同様に、 中高時代と比べて、外国の人に道を尋ねられたら、積極的に

英語を話そうとする気持ちになった 、 中高時代と比べて、ペア学習やグループ学習の結

果、他者を通して今まで気づかなかった自分を発見できるようになった があげられてい

る。さらに 中高時代と比べて、英語が話せるようになった 、 中高時代と比べて、英語が

書けるようになった といった、 技能（聞く、読む、話す、書く）の内でも 話す 、 書

く 技能が挙げられている。 話す 、 書く の技能は、 聞く 、 読む 技能よりも、上達

させることがより困難であるからだろう。
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表 基礎クラスの上位項目と下位項目

項目 （ ）

上位

項目

中高時代と比べて、英語学習が楽しくなった。 （ ）

中高時代と比べて、ペア活動やグループ活動に積極的に参加するようになった。 （ ）

中高時代と比べて、英語学習が好きになった。 （ ）

中高時代と比べて、ペア活動やグループ活動は役に立つと感じるようになった。 （ ）

中高時代と比べて、積極的に授業に参加するようになった。 （ ）

下位

項目

中高時代と比べて、外国の人に道を尋ねられたら、積極的に英語を話そうとする気持ちになった。 （ ）

中高時代と比べて、英語が話せるようになった。 （ ）

中高時代と比べて、英語が書けるようになった。 （ ）

中高時代と比べて、ペア学習やグループ活動の結果、他者を通して今まで気づかなかった自分を発

見できるようになった。
（ ）



協同学習理論を活かしたペア・グループ活動への取り組み（盛岡）

．発展クラスと基礎クラスの比較

クラス（上位群（発展クラス）、下位群（基礎クラス））と質問紙のそれぞれ 項目の回答

（ そう思わない 、 どちらかといえばそう思わない を とし、 そう思う 、 どちらかと

いうとそう思う を とする）で 分割表にし、カイ 乗検定を行なった。その結果、

中高時代と比べて、英語学習が楽しくなった （ ）、 中高時代と比べ

て、積極的に授業に参加するようになった （ ）、 中高時代と比べて、

英語ができるようになった （ ）、 中高時代と比べて、ペア活動やグルー

プ活動の結果、英語学習が好きになった （ ）、の 項目で、下位群が上

位群を上回る有意な差が見られた。

以上の結果から、協同学習の手法は、英語が得意な学生よりも英語が苦手な学生に、学習

意欲を高める点では、より効果的であることが示唆される。恐らく、発展クラスの学生は基

礎クラスの学生に比べて、英語学習に対してより意欲が高く、苦手意識も低いためである。

また、基礎クラスの学生は、中高時代に教師主導の授業で英語学習に躓いたが、協同作業で

は、学生同士で学びあうことによって学力向上や学習する楽しさを実感できたからかもしれ

ない。

．質問項目ごとの相関

全体（発展クラス、基礎クラス）の質問紙による各項目の相関関係は以下の通りである。

の各質問内容を省略して表示する。

英語の技能面に関しては、 ．中高時代と比べて、英語が話せるようになった と ．

中高時代と比べて、英語が聞けるようになった や、 ．中高時代と比べて、英語が書ける

ようになった と ．中高時代と比べて、英語が読めるようになった で中程度の相関関

係がある。さらに、 ．中高時代と比べて、英語学習が好きになった と ．中高時代と

比べて、ペア活動やグループ活動の結果、英語学習が好きになった の項目で中程度の、さ

らに、 ．中高時代と比べて、英語学習が楽しくなった と ．中高時代と比べて、ペア

活動やグループ活動の結果、英語学習が好きになった の項目で強い相関関係がある。つま

り、ペア・グループ活動の情意面を高めることが、英語学習に対する情意面を高めることに

つながる可能性がある。



．協同活動に関する学生の印象

質問紙の協同学習に関する自由記述欄に 名中、 名が肯定的なコメントを、 名が否

定的なコメントを、 名がどちらとも言えないというコメントを記入した。残りの 名の学

生は未記入であった。

コメントは 通りに大別することができる。 つめは、人間関係に関する心境に関して、

つめは、責任感による学習効果に関して、 つめは、助け合いによる学習効果に関するコ

メントである。しかしながら、人間関係と責任感による学習効果など、両方についてコメン

トした学生や、上記の つについてまとめてコメントした学生、また、 つに当てはまらな

いコメントをした学生もいた。

表 からは、協同で他の学生と学ぶことにより、学習面のみならず、人間関係を築くこと

ができることが読み取れる。しかしながら、知らない学生同士でコミュニケーションを図る

場合に抵抗感を抱く場合があるようだ。表 からは、役割を与えることによって、協力する

仲間のためにも、学習に意欲的に取り組む気持ちになることがわかる。しかしながら、果た

せない役割を与えられる場合に、それがストレスになり学習意欲を下げてしまう可能性があ

る。表 からは、一人では気付けなかったところを他の学生の様々な意見から学びあえるこ
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表 質問項目の相関
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英語
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英語
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英語
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英語
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英語
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充実感
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英語
好き ─
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できる ─
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喜び充実感 ─

自己発見 ─
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とが可能であることがわかる。また、周りの援助によって、学習意欲を高めることできるこ

とも読み取ることができる。

表

概念名 人間関係に関する心境

ヴァリエーション 初めは全然知らなかった人ばかりだったが、グループやペアになって問題を解き、コ
ミュニケーションを取るので、友達関係も広がった。

授業内でも友達が増えるし、他の授業でも 英語一緒だよね？ と話やすくなる。

知り合い同士でやるよりも、知らない人とやる方がコミュニケーションも取れてよいと
思った。

協同することによって、最初は戸惑うこともあるが、やっていくうちに仲良くなれる。

私は人見知りなので、少し抵抗感がある。しかし仲の良い人と行うときは問題なく出来
るので、良いと思った。

表

概念名 責任感による学習効果

ヴァリエーション ちゃんとやらなくてはと思う。ペア・グループなどで行う場合、自分がちゃんとやらな
くては人にも迷惑をかけてしまうから。

一人でするよりもちゃんとしようという気になれるから、いいと思った。

協同で活動することで自分の役割が決められ、その責任をはたさなければならないとい
う気持ちになり、積極的に参加できると思う。

役割を与えられるとやる気がでる。でも、できない役割を与えられると辛い。人に頼っ
てばかりで申し訳ないと思い、少しは自分で勉強しようかという気になった。

表

概念名 助け合いによる学習効果

ヴァリエーション 一人でやるときは、分からない所でつまずいたら諦めて先に進まなかった。だけどグ
ループでやると分からない所を助け合えるので諦めずに最後までできる。

周囲の人の考え方や意見を共有できるので自分では気が付かなかった点を発見できるの
で良かった。

一人で考え分からない問題があっても、後で、みんなで考えれば意見や答えの数が多く
なるから、より勉強できているような感じがした。

一人ではできない問題が、みんなでやると解けるようになって達成感を感じた。

自分が分からなかったところを教えてもらうことができる。



結び

本研究の主要な目的は、学力差のある つのクラスで、ペア・グループ活動を用いた授業

によって、学生の 英語学習に対する情意面、 英語技能面、 ペア・グループ活動に対す

る情意面の差を検証することであった。

協同学習は、特に基礎クラスの学生の学習意欲を高める効果があったので、今後も積極的

に基礎クラスの授業に取り入れていきたい。協同学習は学力を向上させるためだけに用いる

のではなく、学習者同士の人間関係を高めていくためにも使用されるので、様々な学生と協

力する機会を与えなければならない。しかしながら、基礎クラスの学生のように、中学の最

初の段階で躓いた学生が自分の学力を他者へ開示することに抵抗感を感じるのは容易に想像

できる。まずは知り合い同士でのペア作業、次に知り合い同士でのグループでの作業、慣れ

てきてから、様々な学生同士での作業、と段階を踏んで行っていきたい。また、協同で作業

を行わせる際に、それぞれの学生に与える 役割 がその学生の能力と一致しているのかに

ついても注意を払わなければならない。能力以上の役割を与えてしまうと、かえって学習意

欲を下げてしまう可能性がある。また、インプット（読む、聞く）とアウトプット（書く、

話す）には関係性があるので、インプットに重点を置きながら、アウトプットを取り入れ、

技能を高める授業になるように心掛ける必要がある。白井（ ）は、聞く、読む、のイ

ンプットに重点におき、話す、書く、を取り入れる授業を行うことによって、 技能を効率

的に伸ばすことができると述べている。

今回の調査では、協同学習によって学習者の学力がどのくらい高まるのかを実証するには

いたってない。さらに、何名かの教師で協同学習を用いた同様の授業を行い、協同学習自体

が、英語指導において有効かどうかも検証する必要がある。
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