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自己紹介

● 南アフリカ出身のGené McAravey

● 2022年の４月熊本市に来ました

● JETプログラムの2回目

○ 長崎県（2013‐2016）

● 小学校、中学校、高等学校での指導経験

がある

● TEFLと言語とリテラシーを専門とする教

育学の修士号を持ってる



アンケート
とってみよう！

教えることのやりがいは

何ですか？

https://bit.ly/kumasdc2022 
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Apprenticeship
1

How we share knowledge



どのように学ぶのか？

● すべての学習は、すでに知ってい

ること（予備知識）から始まる

● そこから、自分より知識のある人

に支えられながら、やりながら学

んでいく。

● 2つの重要な原則：

1. 適切な指導

2. 適切なサポート



近位発育領域

生徒がで
きること

生徒ができ
ないこと

ラーニング
ゾーン

（予備知識）

できることも
できないことも

GROUP A

今日は何をする
のか話し合う

vs  

GROUP B

昨日友達は何を
したか話し合う

夏休みに友達
がしたことを
報告する



近位発育領域

生徒ができる
こと

生徒ができない
こと

ラーニング
ゾーン

（予備知識）

できることも
できないことも

楽しみながらチャレンジする
ワクワクと誇りを感じる
少し難しが、サポートある

面白い

学習できる

苦しい

威圧感を感じる

難しすぎる

圧倒的な存在感

学習では
じゃない

気楽

安全

とても優しい

つまらない

学習では
じゃない



学習は簡単すぎる：
つまらない！

学習は難しい：
苦しい！

ラーニング
ゾーン

学習は面白い：
嬉しい！



私がする、私たちがする、あなたがする

● 厚いサポートから始め、生徒

が一人でタスクを完了できる

ようになるまで、徐々にサポ

ートを減らしていきます。

1. 私はする

2. 私たちはする

3. グループであなたたちは

する

4. 自分であなたはする



概要

Apprenticeship How we share knowledge

Mastery Addressing gaps in understanding

Differentiation Tailoring your teaching

Language Learning Knowing your subject

Engagement Grabbing and keeping attention

Execution Practical skills for the classroom

本日のワークショップで取り上げる内容



Mastery
2

Addressing gaps in understanding



従来型

1人の教師が約30人の生徒
を教える。

定期的にテストを行い、生
徒を採点してる。

1 : 30

マスタリー・
ラーニング

1人の教師が約30人の生徒
を教える。

生徒たちは、従来の授業と
同じようにテストを受ける。
このテストは、フィードバ
ックと修正処置のために生
徒に返却され、その後、教
材がどの程度習得されたか
を判断するためのテストが
並行して行われます。

1 : 30 
+ M

チューター
1人のチューターが1人の生
徒（または2～3人の生徒）
を指導する。

学生は、マスタリーラーニ
ングと同じ手順（テスト、
フィードバック、修正、並
行テスト）で学習する。

※ 個人指導の学生はほとんど添
削を必要としない。

1 : 1
+ M

指導の種類を比較する



Result（結果）
「 マスタリー・ラーニングの

生徒の平均は、 対照クラスの

生徒の84％を上回った。。。

。。。チューターを受けている

生徒の平均は、対照クラスの生

徒の98％を上回った。。。」

Benjamin Bloom, The 2 Sigma Problem 

(1984)



= 予備知識の確立

マスタリー・ラーニングの仕組みは？

事前評価

グループ単位
の指示

形成的評価

修正的の指示

充実される活動

並行評価

次の授業



なぜ、マスタリー・ラーニングは従
来の教育より効果があるのか？



フィードバックと修正

● フィードバックにより、生徒の問題点を把

握することができる

● 修正手順により、知識と理解のギャップを

埋める機会が与えられる

● 修正手順には様々な形態がある（再指導、

追加練習）

● 生徒が修正に責任を持つほど良い（オーナ

ーシップ）



Retrieval（検索）
● 検索とは、目の前の課題に適用するために、

以前に学習したことを思い起こさせる過程

である

● 新しいことを学ぶとき、私たちは脳内に神

経回路を構築し、情報を保存する

● この神経回路は（情報を取り出すために）

使えば使うほどほど強くなり、将来の取り

出しが容易になる

● 逆に言えば、知識を取り出さない場合。。。

強い
神経回路

弱い
神経回路



Knowledge Decay（知識の衰退）
● すべての知識は、取り出さ

なければ時間とともに忘れ

去られる

● 検索は間隔をあけて行うこ

とで定着率が向上する

○ 1日に20回検索しても、

1週間に10回検索しても

効果が薄い

● 多くの語学学習アプリが

SRSを活用



Retrieving Vocabulary（語彙の検索）
● 学習者が単語の形と意味を同

時に提示された場合、検索は

行われない

● 意味→言葉の心的表現

○ イメージ、翻訳など

● 形→言葉の響き、書き出しの

様子
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Differentiation
3

Tailoring your teaching



チューターの何がそんなに強力なのか？

1. 教師は、常に生徒に気を配ってる ー 説

明責任を果たす、ボーっとする暇もない

2. 生徒の参加量が増える ー 活動に携わ

るのと会話時間の増加により、認知処理が

促進されます

3. 教室でのバリエーションが少ない、または

ない ー 生徒の興味に合わせた適切な

レベルで教えることができる



1対30の教室での課題は何ですか？

30〜40人の生徒を教える

場合、多くのバリエーシ

ョンがある。カリキュラ

ムをこなしながら、生徒

全員の興味やニーズに応

えていくのはとても難し

いことです。



1対30の教室での課題は何ですか？

その結果、多くの教師

が教科書をそのまま教

え、生徒が学習に取り

組んでいるか、ついて

いけているかを無視す

ることになるのです。



その解決策とは？
すべての生徒にチューターを雇う以外



Differential Teaching（差別化された教育）

● 教室内での違いに、可能な限り対

応すること

● 強い学習者、弱い学習者に配慮し

た指導をする

● 生徒が様々なスピードで仕事をこ

なせるように計画する
○ 別資料を用意する

○ サポートするための時間を計画する



Differential Teaching（差別化された教育）

● 活動の中に選択肢を取り入れる

ようにする

○ 生徒が書きたい、話したい

トピックを選択できるよう

にする

● 必要な場合は、所定の教材（教

科書など）を適合させる

○ トピックやスクリプトの変

更、追加の問題やタスクの

変更・作成





簡単

まあまあ
優しい

難しい



教材について：○忘れないで！

● フォントサイズ、スペーシング、図形

ー 特に第二言語の場合、読みやすさ

のために非常に重要なこと

● ワークシートに生徒が答えを書き込む

ための十分なスペースを確保する（や

ってみて！）

● 字を学ぶ人のためのガイド線を入れ、

適切なフォントを使用すること

● 例：→

→ vs a g t 



JETの１年目 JETの３年目
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Language
Learning

4

Knowing your subject



リスニング

リーディング スピーキング

ライティング

音をア
イデア
に変え
る力

アイデア
を音に変
え、それ
を文字に
する能力

アイデ
アを音
に変え
る力

文字記号を
音に変換し、
さらに発想
する能力



口語

書き込み
難しい

簡単
リスニング

リーディング

ライティング

スピーキング



インプット

アウトプット

簡単

難しい

リスニング

リーディング

ライティング

スピーキング



語
学
習
得
の
順
番

終わり

始まり リスニング

リーディング

ライティング

スピーキング



その他の有用な情報
● 語彙

○ 一度に教える単語は最大7〜10語

○ 意味部門（1月＝Januaryではな

くて、Janなど）を避け、テーマ

を使用する

○ 1回の授業では不十分で、6～30

回の返し学習することが必要

● リーディング
○ 100語中2語以上が未知の単語で

あるテキストは、独立して読む

には難易度が高すぎる

○ 新しい単語を素早く確認するこ

とで、理解や想起に役立つ

● スピーキング
○ Chunk（小さな断片）を教えるよ

りも、塊を教える方が効果的で

ある

○ 過剰な修正をしない

○ 複数の言語を同時に使っても大

丈夫

● リスニング
○ 歌は発音やナチュラルスピード

の学習者の準備に最適

○ ディクテーション（書き取り）

は、リスニングとライティング

の上達に最適
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Engagement
5

Grabbing and keeping attention



避けたいこと。。。



Attending（授業参加）
● 多くの教師は、生徒が学ぶ用意をし

て授業に臨んでいると思い込んでい

る

● 実際には、生徒の気を散らしたり、

不安にさせたりするようなことはた

くさんある

● 生徒がリラックスして安全だと感じ

られなければ、学習は非常に困難な

ものになる



Affective Filter（情動障害フィルター）

● 特に語学教室ではその傾向が強い→

やる気、自信、不安などのネガティ

ブな感情が学習の妨げとなるフィル

ターとして作用する

● 10代の生徒の大きな問題→発達的

にやる気がなく、自意識過剰で、リ

スクや言語の実験をしたがらない



生徒がリラックスして授業を
受けられるようにするには、
どうしたらいいのでしょうか。



Hook（引っ掛け）から始める
● 授業の開始時（特に新しいトピッ

クの開始時）に、生徒の注意を引

き、これから始まる授業に興味を

持たせる工夫をする

● ビデオ、寸劇、写真、音楽など、

これから教える教材と関連づけら

れるものであれば、どんな形でも

いい



ゲームを授業に取り入れる
● ゲームは、ターゲット言語が有用で意味

のある文脈を作り出すために、教師を助

ける

● ゲームはやる気を起こさせ、生徒のスト

レスを軽減し、生徒の交流やコミュニケ

ーションを促進する

● ゲームはより積極的な姿勢を育む→より

注目され、より参加しやすくなる



Multimodality（多様式）
● 生徒によって異なる学習モード（スタイ

ル）への対応：
○ 視覚学習者は、写真、ビデオ、色、図形、

描画活動などに反応する

○ 聴覚学習者は、講義、音楽、音、会話活動

に反応する

○ リーディングやライティング学習者は、教

科書、ワークシート、メモを取るなどして

対応する

○ 運動感覚に優れた学習者は、教室を動き回

る、ジェスチャーをする、物を作るなど、

身体的な活動に反応する



Predictable（予測可能）＆ Varied（多種多様）

● 予測可能なことは安心感を与える

が、多すぎると退屈になる

● 多様性は面白さを生むが、多すぎ

ると混乱やストレスの原因になる

● 経験則：

○ 75% 予測可能

○ 25% 多種多様
75%

PREDICTABLE

25%
VARIED
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Execution
6

Practical skills for the 
classroom



Time Management（時間管理）
● 時間管理はすべての教師にとって必須の

スキル

● 重要なサブスキルで構成されている:

● 配分と順守

● 授業計画を立てるとき、教師は完了すべ

きタスクの順序を決めなければならない

→配分には、教師が各タスクを完了する

のにかかる時間を正確に見積もることが

必要である



Time Management（時間管理）
● 順守とは、プランニングで配分され

た時間を守ることです

● 計画は詳細に！ 20分、30分ではなく、

1分、3分、5分、7分の単位で行う

● 大きく見やすいタイマーは、生徒の

タスクを維持するのに非常に有効

● 配分を放棄するのは、それが完全に

不正確で、それに従うとレッスンの

目標が損なわれる場合だけ



レッスンプランに盛り込むべき内容

● 目標（目標言語・能力）

● 活動

● 時間配分

● スクリプトによる会話

● 必要な教材

● 特別な注意事項
○ 復習のポイント（単語、発音など）

○ 生徒が苦労すると予想される分野とその

支援方法



教える時は。。。



可能な限り引き出す

● Elicitation（引き出す）とは、教師が学

習者に情報を提供するのではなく、学

習者から情報を引き出してもらうこと

● 引き出すことは、予備知識の確認、学

習意欲の向上、学習者の思考プロセス

の支援に役立つ

● 引き出す方法はたくさんある

○ 質問、絵、物、スキットなど



I study hard…

…to become a doctor.

「お医者さんになるために。。。

。。。頑張って勉強します。」



タスクを指示するときに。。。
● 明確な指示を与える -生徒の注意を

100％引き、静止し、必要であれば

何をすべきかを繰り返してもらう

● 生徒がワークシートに取り組んでい

る間、教室内を歩き回り、生徒の進

捗状況を確認する

● 生徒の質問に答え、必要に応じてサ

ポートする

● 修正することが適切な場合もあれば、

そうでない場合もあります



振り返り練習
● 何がうまくいったのか？

● 何が悪かったのでしょうか？

● 次のレッスンのために、何を調整す

ればいいのか？

● 特定のクラスでより効果的な戦略、

あるいはより悪い戦略があるのか？

● 将来、同じまたは類似の教材を扱う

ときのために、自分の考えを記録す

る



ACTIVITY: Goals for the Classroom（教室の目標）

● これまで教えてきた授業を振り返って

みよう

● 1つか2つの目標を書き出してみて

● SMARTを忘れないで: 

○ Specific（具体的な）

○ Measurable（測定可能）

○ Attainable（達成可能）

○ Relevant（関連）

○ Time-based（時間軸）
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質問がありますか？
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