
はじめに

　僕の授業が、大きく変わった教師17年目の2011年。この年、教師とし

ての価値観に大きく影響を与える出来事が二つありました。

　一つ目は、東日本大震災です。約半年後、津波に襲われた東北の海岸

線を歩き、廃墟と化した小学校を見て、涙が止まりませんでした。

「人間には、ゼロからスタートしなければならない時がある。教師がい

なくても学び続ける子を育てなければならない」

　同じ学年を組んでいた同僚の山藤旅聞先生（生物科）と、心にこう誓

いました。

　二つ目は、この年の夏に行ったケンブリッジ大学での研修です。ここ

で自分の授業を根本的に見直す機会を得ました。すでにある程度整った

オールイングリッシュの授業ができるようになっていたのですが、何か

違和感を感じていました。その違和感をケンブリッジで見事に指摘され

たのです。

「君の授業は生徒にレールを引きすぎている」

　確かに当時の僕の授業は、生徒に失敗をさせないよう丁寧に多くのこ

とを教えていました。新出単語が出てくれば、発音や意味を導入し、文

法もすべて説明していました。生徒がアクティブに学んでいるようにみ

えたのですが、あくまでも教師主導の授業に過ぎなかったのです。教え

すぎていたら、生徒は自立しないとの指摘が、東日本大震災で感じたこ

とにつながります。
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「自立した英語学習者を育てたい」

　こう強く思うようになり、アクティブ・ラーニングの活動の先に、自

立した学習者の育成を置きました。

　そして、現在、生徒主体の自立を目指したアクティブ・ラーニングの

授業を行っています。自立を目指したアクティブ・ラーニングの授業で

は、先生が教える場面が少なくなります。生徒が助け合い、教え合う場

面もたくさんみられるようになり、最終的には、生徒が教師役を務める

「教えない」授業も可能です。

　本書では、自立を目指したアクティブ・ラーニングの活動をゼロから

始めるコツと活動例をわかりやすく解説しました。英語を学び始めの中

学生から、高校 3年生まで応用が可能です。しかも、特別な技術が必要

ないので、初任の先生でもすぐに取り入れらます。

　本書が多くの先生方のお役に立ち、多くの生徒が自立した学習者に育

ち、10年後、20年後のさらに多様化し、国際化した社会で力強く活躍す

ることを願います。

　最後に、僕を初任のころから育てていただいた英語授業研究会の長勝

彦先生、杉本薫先生、常に励ましの言葉を寄せていただいている安河内

哲也先生、活動のさまざまな示唆をいただいた岸洋一先生、多くのアイ

デアを下さった都立両国高校・附属中学校の「学びの広場」の先生方、英

文を校閲していただいた Stephanie Swanson先生、Edmar Castillo

先生、そして僕の「教えない」授業で生き生きと学んで育ってくれた都

立両国高校附属中学校第 6期生、両国高校第114期生の生徒たちに心か

ら感謝の気持ちを送りたいと思います。

 山本 崇雄
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調べ学習では、

複数で 1台のパ

ソコンを使うこ

とによって、議

論が生まれます

（中 3）。

アクティブ・ラーニング授業
のさまざまな手法

パソコンを使った学習

授業のゴールは、教科書の内容を英語で説明

することです。

ゴールを目指して学習していきます（中 1）。

Oral Presentation

英語授業で、さまざまな活動を取り入れながら、生徒が自分で学

びを深めていくことを促しています。ここでは、主だった活動を、

写真でご紹介していきましょう。

Look at this 
picture ...

うーんここ
わからない

検索をかけ直してみる？

これで
合ってるかな



グループワークのようす

グループで考えを補

い合い、深めていき

ます。

他のグループに偵察

に行くこともOKで

す（中 2）。

先生は答えは教えま

せん。

問題の解決方法のア

ドバイスのみ行いま

す（中 2）。

Did you check your 
dictionary? I don’t understand 

this ...

文のつながりが
よくわからない…

意味のつながりを
大事に見たら？
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Think-Pair-Share

Think-Pair-Share

　教師の発問に対して、まずは自分で考え（Think）、考えをペアで伝

え合い（Pair）、最後にグループやクラスで考えを発表し合い共有し

（Share）、考えを深めていく手法です。

　たとえば、教科書の本文の内容の問いを教師がクラスに投げかけたと

します。その答えを指名した生徒が答え、次の質問に進んでいくという

光景はよくあります。しかし、この場合、質問に対して能動的な学習が

できているのは、指名された生徒だけです。

　また、日本人は人前で意見を言うのが苦手とされています。Think-

Pair-Shareでは一度ペアで意見交換するので、クラス全員が活動し、

クラスで発言する前に、自分の解答を修正することも可能です。とくに

大人数の教室の場合、Think-Pair-Share は有効なアクティブ・ラーニ

ングの手法です。

一人だけ指名すると
他の生徒はつまらなそう。

ペア活動にすると
全員が生き生きやりとり。
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Think-Pair-Share の方法

①　教員が問いを投げかけます。

例　What do you think of ○○’s opinion on p.○○?

②　個人で問いの答えを考えます。

例　Write your answers on your notebook (by yourself).

③　ペアで意見交換します。

例　Talk about the answers in pairs.

※ここで、答えが違っていた場合は“Why do you think so?”と根

拠を聞くように促します。また、 2人の意見を合わせてよりよい答

えを出すこともできるでしょう。

④　グループやクラスで話し合った内容を発表します。

Think-Pair-Share を使うと効果的な活動

　Think-Pair-Shareは汎用性の高い活動ですが、とくに以下の活動で

導入すると意見が活発になります。

①　What did you do yesterday?といったウォームアップの small 

talk

②　教科書の内容の Q & A

③　ディスカッションやディベートの導入

④　テスト問題、入試問題などの解答づくり（日本語で）

　グループワークなどで自由に議論するときに、いきなり話し始め

るのではなく、Think-Pair-Share の手法を自分たちでも取り入れ

られるよう助言していきましょう。

●「教えない」授業に近づくために●
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ジグソー法 1
～中 1など入門期に～

ジグソー法とは

　ジグソー法はカリフォルニア大学サンタ・クルーズ校の名誉教授エリ

オット・アロンソンによって編み出された学習方法です。グループのメ

ンバーがそれぞれ異なった情報を持ち寄り、ジグソーパズルのように組

み合わせると全体像が見えてくる仕掛けになっています。生徒は、それ

ぞれ異なった情報を持っているので、ジグソー法ではそれぞれの生徒を

エキスパート（専門家）と呼びます。

　本書では第 2章の37ページで自己紹介をジグソー法で読み進める方法

を提案しました。ここでは、学び始めの入門期で使えるジグソー法の活

動を紹介します。

町にある英語を探せ

　今や町には、英語で書かれた看板が溢れています。そこで次のページ

にあるような町中で見られる英語の看板をカードにして、教室中に貼り、

グループで分担してどんな英語の看板があるかを調べていく活動です。
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①　上記のような看板のコピーを 4つのコーナーに分けて教室の壁に貼

ります。（ 1ヵ所に 5つくらい貼りましょう）

②　 4人組のグループで、どの場所の看板を探しにいくかを分担し、見

に行かせます。

③　看板のつづりを覚えて、机上のワークシートに記入させます。

※ワークシートは机上に置かせるのがポイントです。つづりを暗記し

て戻って書きます。ただし、何度見に行ってもいいことにします。

④　それぞれのエキスパートに、情報を班員に口頭で伝えさせます。

⑤　情報が集まったら、貼ってある看板をアルファベット順に並べて整

理させましょう。

　この活動を通して、なぜアルファベットを正確に発音できなければな

らないのか。なぜアルファベットの順番を覚えなければならないのかを

実感させることができます。

「アルファベットを覚えなさい」と言えばたいていの生徒は、覚え

る努力を何の疑いもなくするでしょう。しかし、主体的な学びをさ

せるには、どんな活動も目的をはっきりさせることが重要です。

●「教えない」授業に近づくために●
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