
．はじめに

江利川（ ）によると、ペアやグループによる協同学習は 少人数集団で自分と仲間の

学びを最大限に高め合い、全員の学力と人間関係力を育て合う教育の原理と方法 と定義さ

れている。そのメリットについて （ ）は 達成への努力、

協調的対人関係、 心理的適応を挙げ、また佐藤（ ）は 学習が深まる、 心理的に

成長する、 対人関係が良好になるという 点を挙げている。さらに佐藤は、 学ぶこと

コミュニケーション であること、 協同がなければひとりひとりの学習者の学習を保障で

きない ことを強調している。語学の授業では、教師の説明がどんなに素晴らしくても学習

者がコミュニケーション活動を行わなければ単なる知識の蓄積に終わってしまう危険があ

る。小嶋他（ ）は外国語を学ぶことについて 断片化された能力を獲得するという行為

ではなく、全人格（ ）的な成長につながる行為、あるいはそのための過程

（ ） ととらえている。教師が話しているのを聞いているだけなら、教室という学び

を共有する場所は必要ない。学習者が発話し、表現する機会をたくさん与えられる授業が、

良い語学の授業であると考えられる。単に知識を蓄積させる授業から脱却し、学習者を自律
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させる手段として、協同学習への期待も大きい。しかしながら実際に協同学習を行っている

教員は多いとは言えない。協同学習は、伝統的な授業形態に慣れた教師にとっては容易に乗

り越えることのできない壁となっているようである。

ペアワークは協同学習の中でもっとも単純な形態である。グループでの協同学習のよう

に、活動の下準備やメンバーの役割分担など、教師側の煩雑な作業も比較的少ない。にもか

かわらず、授業への導入が躊躇される理由がいくつか推測できる。第 に、ペアを組むこと

の難しさが挙げられよう。 人余った場合にどうするか。ペアの組み換えを毎回行うべき

か。組み換えを行うとすれば、学生同士の人間関係や性格、学力を考慮すべきか。第 に、

教室環境も重要である。座席が固定されている場合、しかも 人掛けの長い机でコミュニ

ケーション活動を行わせなければならない場合、アイコンタクトを維持しながら自然な会話

を行うことが容易でないことは推測できよう。また、座席を指定するかどうか、指定する場

合、毎回座席を変えるべきか、など活動前に決めておかなければならないことが多い。そし

て、もっとも大きな壁は、ペアワークをはじめ、あらゆるコミュニケーション活動に対して

消極的、否定的な意識を持つ学生が少なくないということである。特に、習熟度の著しく低

い学習者を指導するにあたって、協同で作業をさせることが本人たちの劣等感を煽り、その

結果学習意欲を失わせることになるのではないかという危惧を持つことは自然なことと言え

よう。

実際、今回の調査でも、習熟度の低い学生は英語を嫌い、英語を嫌う学生は、ペアワーク

をやりたがらない傾向があることが分かった（結果参照）。田村（ ）が行った調査で

も、話せるようになりたいという気持ちを持っていながら、話し合ったり、声を出すことに

抵抗を感じている学習者が多いことが報告されている。しかしながら、学生が嫌だと言うの

を鵜呑みにして、様々なメリットを持つ協同学習を行うことに躊躇していていいだろうか。

（ ）が行った自由記述回答のテキストマイニングと対応分析の結果から、

ペアワークを頻繁に経験し、ペアワークを好む学生の中には、英語が好きだと言う学生が

多い こと、逆に ペアワークをほとんど経験していない学生の中には英語が嫌いだという

者が多い ことが示されている。さらに、布置図上（ 参照）では ペアワークをほ

とんど経験していない と ペアワークが嫌い という つのキーワードが近くにあること

から、ペアワークを嫌いだという学生も、ペアワークの経験が乏しいためにそのように回答

しているのではないか、つまり、慣れるに従ってペアワークに対する意識が好転するのでは

ないかと考察している。

年、 名の 年生に、どのくらいペアワークをやったことがあるかを聞いたとこ

ろ、ペアワークを経験した学生の割合は ほぼ毎回行った と回答した 名と ときどき

行った と回答した 名を合わせて ％であった（ 参照）。しかしながら、 とき

どき行った という回答の中身が不明瞭で、本当にペアでのコミュニケーション活動を行っ

ていたかどうかは疑わしい。むしろ、 ほとんどやっていない と回答した 名（ ％）に

注目し、ペアワークが行われている状況は多くはないと考えるべきであろう。

そこで本研究では、英語学習を嫌う学生が、ペアによるコミュニケーション活動に十分慣

れることで、ペアワークに対する意識の好転が見られるのではないかという仮説を立て、そ

れを検証する。
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．方 法

． ．調査時期と対象

年 月、関西の 年制大学 校の 年生に調査協力を依頼した。 校ともレベル別ク

ラス編成を行っており、その内一般英語の一番習熟度の低い クラスを選択した。受講者は

非英語系専攻の学生 名（男子 名、女子 名）であった。このときの有効回答数は 名

テキストマイニングにより抽出したキーワードの布置図（ より抜粋）

ペアワーク実施状況（ 年調査、対象 名）



であったが、第 回、第 回の質問紙調査をそれぞれ 月、 月に行った際の、出席者数が

毎回異なるため、分析ごとにデータ数が異なっている点に注意されたい（結果参照）。

． ．手続き

回目の授業で、選択式の質問 項目（ 件法）と記述式項目 項目から成る質問紙

（ 参照）に回答してもらった。調査協力者の学生には成績には一切影響しないこ

とを伝え、協力を依頼した。所要時間は 分程度であった。その後 ヶ月間は、テキストに

加えて、品詞や主語・述語動詞、補語、目的語などの英文を読むための基本的な文法の説明

と練習問題に時間がかかってしまい、ペアやグループでの発話練習を実施しなかった。 回

目、または 回目の授業で、絵を見て絵の通りに質問に答えるだけの単純なペアワークを

行った。教師の説明と例題の後、ペアを組み質問に応答する練習を 分から 分程度させ、

その後間違った応答をしていないか確認するために、絵をオーバーヘッドプロジェクターで

スクリーンに映し、 人ずつ指名して質問に答えてもらうという手順で実施した。座席を指

定して隣の者とペアを組むように指示したが、欠席が多く毎回、空席が目立ったため随時パー

トナーのいない学生を移動してペアを組んでもらった。それでもパートナーのいない学生に

対しては、教師がパートナーとなった。目標となる応答表現の到達度を確認した後、 回目

同様、質問紙に回答してもらった。項目数は選択式の質問が 問、記述式が 問であった。

さらに、 回目、または 回目の授業では、建物の位置についての応答練習をペアで行っ

た。前回のペアワークと同様、絵の通りに素早く回答する練習で、同じ絵を見ているのでイ

ンフォメーションギャップはない。パターン・プラクティスに近いが、意味が分からないと

応答できないという点で会話練習として成立している。手順と学習時間は 回目のペアワー

クとほぼ同じであった。その後、 回目の質問紙調査を行った。内容と項目数は 回目のも

のとまったく同じである。 回のペアワークを実施した理由は、 回目だけでは学生もペア

での練習に慣れておらず、達成感を与えられる程度に十分練習させることが困難ではないか

と考えてのことであるが、後の結果に示す通り、 回目と 回目の調査にはそれほど差はな

かった。

．結 果

． ．英語嫌いの割合

第 回目の質問紙問 英語を学習することは好きですか に対する回答を見ると、有効

回答数 名中、英語が 嫌い と回答した学生が 名（ ％）、 少し嫌い が 名

（ ％）、 どちらでもない が 名（ ％）、 少し好き が 名（ ％）、 好き が 名

（ ％）であった。

どちらでもない と回答した 名を除いて、 嫌い 、 少し嫌い と回答した学生を

《嫌い》グループ（ 名）、 少し好き 、 好き と回答した学生を《好き》グループ（

名）とし、両者の間で比率の差の検定を行った。検定結果（ ）か

ら、習熟度の低い学生の中には、英語学習を嫌う者が多いと言えそうである。
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． ．英語嫌いとペアワークの関係

ペアワークに対する意識の違いを、問 ペアで練習をするのは楽しいと思いますか に

対する回答から調べた。全体では、 強くそう思う と答えた学生は 名（ ％）、 そう思

う が 名（ ％）、 どちらでもない が 名（ ％）、 そうは思わない が 名（ ％）、

まったくそう思わない が 名（ ％）であった。一方、《嫌い》グループでは、 名中

強くそう思う と答えた学生は 名（ ％）、 そう思う が 名（ ％）、 どちらでもな

い が 名（ ％）、 そうは思わない が 名（ ％）、 まったくそう思わない が 名

（ ％）であった。この内、 どちらでもない と回答した学生を除き、 強くそう思う 、

そう思う と答えた学生をまとめて《ペア肯定派》と そうは思わない 、 まったくそう

思わない をまとめて《ペア否定派》とし、英語の《好き》・《嫌い》とペアワーク《肯

定》・《否定》の間で独立性の検定を行った。このとき、両方の質問に対する回答から ど

ちらでもない と答えた者を分析から削除したためこの分析に使用した回答は 名に対する

ものとなる。独立性の検定結果（ ）から、英語の好き・嫌いとペア

ワークに対する意識（肯定・否定）には関係があることが分かった。また、《好き》グルー

プのペア肯定派と否定派の度数はそれぞれ 、 とほとんど変わらないように見えるが、期

待度数からの隔たりを見ると、弱い関連性が窺える。実際、調整化残差の値（絶対値）がす

べて を越えていることから、 ％水準で 英語が好きでペアを肯定する学生 と 英語

が嫌いでペアワークを否定する学生 は有意に多いと考えられる。

蛇足ではあるが、以下《嫌い》グループに焦点をあてて分析を行うのでこのグループの中

英語好き・嫌いの割合（ 名対象）

英語の好き・嫌いとペアワークに対する意識（ 名対象）



でペア肯定派とペア否定派の比率を検定した。なお、《嫌い》グループは 名であるが、問

ペアで練習をするのは楽しいと思いますか に対して どちらでもない と回答した学

生を除き、さらに無回答が 名いたため、この分析に使用したデータ数は となる。結果

（ ）は上の独立性の検定と矛盾することなく、英語が嫌いな学生

の多くがペアワークに否定的な意識を持っていることを示している。

． ．テキストマイニング分析とペアワークを嫌う理由

テキストマイニングソフト（ ）を利用し、質問紙問 ペ

アでの練習について、どのような印象を持っていますか に対する回答からキーワードを抽

出し、対応分析を行ってキーワードの布置図を作成した。 名中、無回答が 名あったの

で 名分のデータしかなくテキストマイニングのデータ数としては非常に少ないが、そのた

めかえって原文の確認は容易であるため、相互補完的に分析が可能であると考え実施した。

キーワードの他、グループ変数として 英語の好き・嫌い と ペアワークに対する意識の

度合い を採用した。前者のスケールは、 好き 、 少好き 、 中立 、 少嫌い 、 嫌い

とし、後者については ペア肯定 、 ペア少肯定 、 ペア中立 、 ペア少否定 、 ペア否

定 とし他のキーワードと合わせて対応分析を行った。 の布置図はその結果を示

している。

原点から遠く離れたキーワードは出現頻度が少ないことを示す。 の右下を見る

と、 ペア肯定 が原点から遠く単独で布置しているので、ペアワークについてよい意識を

持っている者が少ないことが分かる。 好き と ペア肯定 は近い位置に布置しているわ

けではないが、同じ第 象限にあることから、上の独立性の検定結果と矛盾することなく多

少関連があることが見て取れる。他のキーワードは原点近くに固まって布置しており、関連

を読み取るのが困難である。そのため、原文から分かることと合わせて検討することにした。

ペア否定 と ペア少否定 が近くにあり、その周辺にある 迷惑 、 かける 、 パー

トナー との関連が窺える。原文では 相手に迷惑をかけるのでペアワークはやりたくな

い という意味の回答が 件あった。 パートナー を含む原文には、 パートナーに迷惑を

かけるのでペアワークをやりたくない と言う意味の回答の他に、 パートナーによっては

やってもいい という回答が 件あった。 必要 を含む原文（ 件）には 会話の練習も

必要 と 必要だが苦手 という両方の意見があった。 ペアワークはやってもやらなくて

もどちらでもいい という回答も 件あり、比較的目立っていた。文字通り、中立的な立場

の学生からの意見がほとんどであった。一番頻度が高いキーワードは やる という動詞で

（ 件）、原文によると、 やりたくない という回答が大半で、 やってみたい というよ

うな回答は 件であった。 はずかしい や 気まずい といった回答は、ほとんど見られ

ず、今回の調査協力者についてはペアワークに否定的な意識を持つ理由は パートナーに迷

惑がかかるから というものがもっとも特徴的であった。

． ．ペアワークの頻度

《嫌い》グループの 名中、問 英語の授業中、ペアでの会話練習をどのくらい行いま

したか に対する回答の分布を見たところ、 毎回行った と回答した学生は 名、 年に
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回程度行った が 名（ ％）、 年に 回程度行った が 名（ ％）、 年に 、 回程度

行った が 名（ ％）、 ほとんど行っていない が 名（ ％）であった。調査の目的を

考えると、ペアワークの経験者は除外するべきであるが、 つの理由により、このまま 名

を調査対象とした。まず、ペアワークの経験があるといっても、単に二人で答えを教え合っ

たというように、会話練習を行っていない可能性がある。もう一つの理由は、 回目、 回

目の質問紙調査は違う日に行っているために、欠席者を検定から除外することになり使用で

きるデータ数が非常に少なくなるためである。

ペアワークの印象 キーワードの布置図

ペアワークの頻度（ 名対象）



． ．ペアワークに対する意識の変化

実験前と実験後におけるペアワークに対する意識の変化を見るために、 回目の質問紙問

ペアで練習をするのは楽しいと思いますか 、 回目および 回目の問 ペアワーク

は楽しいと思いましたか に対する回答（ 件法）に対して、フリードマン検定を行った。

問すべての質問に回答している者を検定の対象としたため、データ数は全体で 、《嫌

い》グループでは であった。下に示すように全体、《嫌い》グループの両方で中央値に有

意な差があることが窺える。

次に、 回目から 回目の回答のどこに差があったのかを調べるために、多重比較

（ 法）を行ったところ、全体、《嫌い》グループの両方で第 、第 回目の質問

紙の回答が第 回目のものを上回っていた（有意水準 、有意確率はいずれも

）。一方、第 回目と第 回目の回答には有意な差が認められなかった。

． ．ペアワーク実施後の 楽しい と 楽しくない の比率の差

英語学習を嫌う学生の意識の変化は、上のフリードマン検定と多重比較の結果から確認で

きるが、ペアワークを実施した後でペアワークを 楽しい と考えている学生と 楽しくな

い と考えている学生の比率に差があるかを見ることにした。ペアワーク実施前で、《嫌

い》グループの中で二つの間の比率の差が出るか検証した場合と同様に、実施後の第 、第

回質問紙問 ペアワークは楽しいと思いましたか の回答、 強くそう思う と そう

思う を合わせて《ペア肯定派》、 そうは思わない と まったくそう思わない を合わせ

て《ペア否定派》として比率の検定を行った。さらに、第 、第 回質問紙問 今日のペ

アワークには意味がない も同様に《ペア意味無派》と《ペア意味有派》とに分けて検定し

た。なお、 どちらでもない と回答した者は分析ごとに除外したため合計の数が異なって

いることに注意されたい。下がその結果を表にしたものである。

第 回目の質問紙調査の回答では、 楽しい と考えている学生と 楽しくない と考え

ている学生の間には比率に差が認められなかった。一方、第 回目の質問紙に対する回答で

は、 ％水準で 楽しい と考える学生の数が多いことが窺える。さらに に示す通

り、ペアワークに意味がないと考えている学生は、少ないと言えそうである。
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． ．ペアワーク実施後の学生の意識

第 回目、 回目の質問紙問 で ペアワークは楽しいと思いましたか 、 今日のペア

ワークには意味がない という二つの質問に対してそう思った理由を自由記述で書いても

らった。回答数はそれぞれ、 件、 件と少なかったため、テキストマイニングによるキー

ワードの抽出は行わず、原文からの解釈のみに止めた。

楽しい という意見が多かったことは、 に示された比率の差の検定結果と矛盾

するところはなかった。これ以外の回答として、特徴的な意見を挙げておく。

《肯定的な意見》

協調性が身に付く。

勉強になる。

役に立つ。

英語を学ぶなら話す方がいい。

コミュニケーションができてよかった。

集中して練習ができた。

必要なことだと思う。

教科書よりはいい。

息抜きになった。

《否定的な意見》

みんなのヤル気がない。

練習時間が短かった。

他人との足の引っ張り合いは気を使う。

簡単すぎる。

あまり身に付かないと思う。

普通にしゃべっている人がいた。

一人ぼっちの人が悲しい気持ちになる。

難しかった。

ヤル気のない人には意味がない。

《ペア意味無派》と《ペア意味有派》、比率の差の検定結果



．考 察

上の結果から英語が嫌いな学生の中には、ペアワークに対して良い印象を持っていない学

生が多いこと、また、これまでペアワークを頻繁に行ってきた学生が多くはないことも分

かった。ペアワークに対して否定的な意識を持っている学生も、ペアでのコミュニケーショ

ン活動に慣れると、意識の好転が見られるようである。

実験で行ったペアワークは最も単純でありながら、質問に対して絵の通りに答えなければ

ならないという点で、会話練習として成立している。お互いに同じ絵を見て答えるのでイン

フォメーションギャップはないが、単なるパターン・プラクティスのような、意味が分から

なくてもできてしまう口頭練習とはまったく別物である。学生は、最小限の文脈の中で、意

味のやり取りを行い、そのためこのペアワークを実用的な英語の練習ととらえていたように

思う。このような単純なペアワークでも 意味が無い ととらえる学生が比較的少なかった

ことから、ペアによる会話練習は実用的な英語を学習する手段としてもっと頻繁に行われて

もいいのではないだろうか。

授業で扱ったペアワークは、到達目標が明確・具体的で、ペアでの練習の後、数人を指名

して到達度を確認することで、 できるようになった という印象を学生に与えることも容

易である。毎回の授業で できた という達成感を与えることが、英語学習そのものに対す

る意欲を維持することにつながるであろう。単語を覚えさせて達成感を与えることは比較的

容易かもしれない。また、ある程度の語彙を覚えていなければ会話練習にならないことも事

実である。しかしながら、 覚えることが多すぎる と学生は意欲を失ってしまう。記憶力

の鍛錬は英語学習の目的ではない。大量の易しい会話練習を通して語彙や文型の定着を目指

す方が学生のためにもなるのではないか。その方法として、学生が発話する機会を最大限に

増やせるペアワークは欠かせない。

記述回答から、習熟度の低い学生は 自分ができないために迷惑をかけたくない という

理由でペアワークを敬遠する場合があることが窺える。しかし、ペアワークをやってみると

案外楽しいと思う学生も少なからずいるので、 やりたくない と言っている学生の意見を

聞いてペアワークをやらないのはもったいないことである。

同じ活動を行っていても 簡単すぎる 、 難しい という正反対の意見が出たことは、レ

ベル編成がうまく行っていないことを物語っているのかもしれない。 みんなのヤル気がな

い 、 普通にしゃべっている人がいた という回答から、ペアワークをやりたくないと考え

る学生、サボろうとする学生がいたことが窺えるが、教師の机間巡視を増やす、ペア活動の

趣旨や目標をもっと明確にするなど、ペアワークを実施する上での課題が残る。

実証研究としての課題も挙げておかなければならない。第 に、調査協力者の数が十分と

は言えなかった。 どちらでもない と回答した学生を除外して残りを グループに分け、

さらに一方のグループを 群に分けて比率の差を検定するという方法では、 群の数が極端

に少なくなる。 群の数が少なければ有意な差を検出しにくいことが知られているが、にも

かかわらず調査協力者の数を確保できなかったのは、出席率の低さを軽視していたデザイン

上のミスと言わざるを得ない。第 に、ペアワークは 回だけでは、やり方がよく分からず

混乱してしまう学生もいると考えて 回行ったが、多少の戸惑いはあったものの、質問に対
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して絵の通り答えるという単純なものであったため、 回目と 回目で大きな差はなかっ

た。ただし、今後の課題としては、もっと回数を増やし実際の会話に近いペアワークを行う

ことにより学生の意識の変化を見ることも必要であろう。第 に、質問紙の問や選択肢にも

改良の余地があった。たとえば、選択肢が 強くそう思う 、 そう思う 、 どちらでもな

い 、 そうは思わない 、 まったくそう思わない とする場合と、 そう思う 、 少しそう

思う 、 どちらでもない 、 あまりそうは思わない 、 そう思わない では結果が違ってい

たであろう。また、ペアワークの頻度を尋ねる質問の選択肢 ほとんど行っていない を

まったく行っていない とする場合でも差が生じたかもしれない。別バージョンの質問紙

で同様の研究を行うのも興味深い。

結 び

本研究は、英語嫌いの学生がペアワークを避ける傾向にあること、ところがペアによるコ

ミュニケーション活動に慣れることで、ペアワークを 楽しい 、 意味がある という意識

を持つようになることを実証することが目的であった。

習熟度の低い学生と英語学習を嫌う学生は重なる場合が多い。そうした学生は学習意欲も

低く、嫌々英語を履修させられる学生も気の毒だが、意欲のある学生と無い学生が混在する

授業を担当する教員にとっても困難極まりない状況である。授業の形態は依然として教師主

導型が多く、英語嫌いをなくす試みも進められていない。授業スタイルを変えても意欲のな

い学生には効き目がないと考える教師は少なくないのかもしれない。しかし、 意欲の無い

学生にペアワークをやらせようとしても、やってくれるはずがない と考えるのは、本研究

の結果を見る限り偏見と言わなければならない。英語が嫌いな学生がペアワークを敬遠する

ことは事実である。しかし、その理由は 迷惑をかけたくない という場合が多く、英語を

話せるようになりたいと考えている学生は少なくないようだ。つまり、本当にペアワークが

嫌かどうかは活動に慣れ、コミュニケーションを経験してみなければ分からない。筆者自身

も、習熟度の低いクラスでは年に数回しかペアワークを行っていなかったが、本研究の結果

を受け積極的に授業に取り入れようと思う。
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