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私のInquiry背景

熊本県立熊本北高等学校で2年目のALT

✘ ロジェクト・研究を基盤としている学

習

修士 科学教育

(バージニア工科大学)

物理学教育免許

(アメリカの6年生-12年生対象)

学士 物理学

(バージニア工科大学)
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ワークショップの目標

✘ Inquiryの基礎の知識を獲得すること

✘ Inquiry風指導の事例を提供すること

✘ ワークでInquiry風事業を作ること

✘ Inquiryを活用するようにできることについて話
し合うこと
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1.
Inquiryとは何ですか？



“Inquiryとは建設的な教育と学習
方法です。生徒の質問、探るこ

と、発見が知識の獲得への道で

あることを強調します。”

Inquiry＝探求心 Inquiry教育法
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Inquiryはこのようなことで役立ちます…

✘ 以前の理解を新たな経験へ繋ぎます

✘ 以前の考えを付け加える・柔軟に変える

✘ 新しい知識を作ること

✘ 論議の機会を提供

✘ 「考える習慣」を育てる
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探究心は基本的なスキルの育成を補助します

✘ Creativity 想像力
✘ Curiosity 好奇心
✘ Flexibility 柔軟性
✘ Innovation 斬新性
✘ Diligence 精励（せいれい）
✘ Persistence 根気
✘ Reflection 反省
✘ Skepticism 懐疑（かいぎ）

失敗をする、質問をする、学

習について反省する、単独で

学習するようになることを教

えます。
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Inquiryの教室での役割

生徒

共同経験を通して生徒が一

緒に知識とスキルを獲得す

るように励む。

教師

教室ファシリテーターとして活

躍して、経験と支援を提供し、

質疑での探索を促します。
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英語を外国語として学習する教育との連携

✘ Communicative Language Teachingとの適合性
-相互作用による発展

✘ 言語習得の3段階
✗ Presentation 発表
✗ Practice 練習
✗ Production 創作
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2.
Inquiryの教室で教師
は何をする？



探究心のための教室環境を作り出す

✘ 生徒の質問をする自信を促します

（なんでも質問をする：自分、他の生徒、教師も）

✘ 理解することについての反省

✘ 知識を認識する、及び知識を繋ぐ
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建設的学習の手段を提供

カスタマイズできる支援

✘ 柔軟なグループ作成（ペア、小さなグループ、

教室全体）

✘ 資料を提供・開発

✘ 質疑

✘ 言語補助ツール
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質疑

普段の質疑

特定の情報を見つけること

✘ 流し読み・ 率読

✘ 正解は１つだけ

○○です・○○をします・何で

すか？など

探究心の質疑

事情、意味、結果についての理

解を表す

✘ 理解とコミュニケーション

スキル

✘ 正解は複数

どうやって?・なんで?・○○す
べきか? など
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3.
自分が使える模型は
ありますか？



5-E 探究心模型
✘ 探究心教育の5段階模型

✘ 単独のレッスンでも、ユニットでも対応で

きる

✘ 各段階の時間は柔軟です

✘ 段階は繰り返せます
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Eco-City レッスン(5-E模型)

１つのユニットの中の単独レッスン。持続可能性（

サステナビリティー）について。

目標：生徒はEco-Citiesがよく活用する持続可能性
な事業を理解し、話し合います。その理解を熊本市

をEco-Cityにするための計画を立てます。
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生徒は… 教師は…

Engage

携わる
5 min

Eco-Cityのイメージを絵に描き、パートナーや
クラスメートに説明する。

質問を投げかけ、議論を促す
。

Explore

探検
15 min

パートナーと一緒にEco-Cityの情報を読み、収
集する。

研究論文を提供し、学生の理
解に役立てる。

Explain

説明
10 min

都市間の共通点や、政府と個人による影響の違
いについて、パートナーや他のペアと話し合う
。

言語生産のアシストとプロン
プトの質問をする。.

Elaborate

協議する
20 min

熊本市はどのような取り組みを行うべきか、ま
た、持続可能なインパクトのためには政府と個
人の取り組み、どちらがより重要かについて議
論する。

言語生産を支援し、実践の影
響や実用性についての質問を
促す。



チャレンジや質問や経験を通して、課題を紹

介されていて、以前の知識が発動されます
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携わる



Engageの仕方
これでモチベーションを高めます：

✘ 以前の経験や知識を振り返って

✘ 課題を紹介

✗ メディア

✗ 質問・話し合い

✗ 動き
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以前の知識と対する

共同経験で課題を探る
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探検



Exploreの仕方

新しいアイデアや経験を紹介し… 

✘ 以前の知識と対する
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生徒が以前の知識と印象を使って

ルールを作ります
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説明



Explainの仕方

情報（以前と今の）を総合体

にし…

✘ パターンに気づき、ルー

ルを作る

✘ 意味を自分の言葉で言う
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生徒が習得したものを新しい事情で活用する
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推敲（すいこう）



Elaborateの仕方

今の理解を採用する：

✘ 新しい事情を対応する解決方法を作る

✘ 意見を話し合って、読み解く
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生徒の知識の評価付け
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評価



Evaluateの方法
✘ 授業中（形成的評価）

✗ 知識の確認のための質問

✗ グループディスカッション（生徒による評価）

✘ 授業後

✗ 現在の知識について反省

✘ 試験・プロジェクト・作文
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4.
Inquiryの種類



無制限Inquiry

✘ ディベート

✗ 色んな視点を研究・共有

✘ 探検プロジェクト

✗ 問題解決

✗ 情報源の評価
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建設的Inquiry

科学的方法としての文法！

1. 以前の知識を始動

2. 教える文法を紹介

3. 生徒がグループで探検し、ルールやパターンを

発見し → 教師が実証する！

4. ルールを新しい事情で活用する
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5.
授業編集



編集する授業を１つ選んでください！

文法

✘ 生徒が文法についての発表を

聞く

✘ ワークブックの問題を単独で

解く

✘ 生徒がクラスで教師と一緒に

正解を確認する

言語理解

✘ 生徒が単独で読む

✘ 文章を3回聞く
✘ 文章についての質問を答える

✘ 生徒がクラスで教師と一緒に

正解を確認する
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6.
どうやって始めるか？



首尾一貫であることに努める

Inquiryを活用するのは難しい。特に生徒がInquiryとの経験
がなければ。

小さなステップから始めよう：アクティビティーを変えて

、質疑の仕方を変えてから、もっと大きいプロジェクトへ

挑戦しよう。

首尾一貫が第一です！ 生徒との習慣・ルーティンを作り

ましょう。
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presentation. 
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Thank you!


