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文法指導にアクティブ・ラーニングを取り入れた英語授業
Active learning for English grammar learning
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Abstract
This paper reports how to promote students’ “active learning” in teaching grammar. In a
certain class at a high school, the topic to be learned was the subjunctive mood and,
instead of giving formal instruction, we the teachers directed the students to make
worksheets which summarize the grammatical points. By using their classmates’
worksheets, the students reviewed important points on the subjunctive mood without
teachers’ instruction. After that they chose by vote some worksheets which they thought
were well written from some points of view. The voting motivated the students to make
better worksheets. And from the result of the voting, we the teachers got information
about what kind of elements were required for the teaching of grammar in the students’
judgment. In this paper, we will report the procedure of the class and discuss
advantageous points of this kind of learning based on what was observed through the
practice.
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科目名

英語表現Ⅰ

対象者とクラス人数

高校１年生

7 クラス

287 名

英文法の系統的学習を中心に英語の４技能を向上させる。文法
学習の目標

に関しては、大学入試を目標とした来年度以降の学習において
も重要となる英文法の基礎力を高校１年次に身につけること
を目指す。

1. はじめに
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本稿は、山本崇雄著『はじめてのアクティブ・ラーニング！英語授業』
（学陽書房）にお
いて文法の学び方として紹介されていた「生徒がつくるワークシート」づくり（p.50-53）
を、文法指導の一環として実際に行った様子を報告するものである。
本稿ではまず、山本氏の著書を基に「英語の授業におけるアクティブ・ラーニング」の定
義や概念を確認した上で、実際に私たちが行なった実践の様子を紹介する。

2. アクティブ・ラーニングの英語授業
2.1 英語の授業におけるアクティブ・ラーニングとは何か
山本氏は、英語の授業におけるアクティブ・ラーニングの活動を以下のように定義して
いる。

①

英語の「学び方」を能動的に英語で学ぶ活動

②

英語を使って多様な考え方を能動的に学んだり、自分の考えを表現したりする活動
（p.17）

さらに山本氏は、このように定義される活動の目的は、生徒たちを生涯にわたって英語
を学び続ける「自立した学習者」へと育てることであると述べている。そのためにも、英語
という言語そのものだけではなく、ものの考え方や、英語の学び方も授業を通して学ばれ
るべき対象なのだということが本書を通して強調されている。
上記の目標を達成するために、山本氏がアクティブ・ラーニングを通して目指すものは
「教えない授業」である。それは、教師によるコントロールを段階的に減らし、生徒たちが
自主的に取り組む機会を積極的に与えるものであり、時には生徒同士で教え合い、互いに
学び合うような授業である。山本氏は、そのような環境で主体性は育まれると考えている。

2.2 生徒が作るワークシート
このような「教えない授業」を目指すという考えを基に紹介されたのが「生徒がつくる
ワークシート」である。山本氏の例では、対象は中学生であった。教員は生徒たちに、そ
のレッスンで学んだことについて、配布された白紙に自由にまとめるよう指示していた。
その際、一番よくまとまっているものを全員に印刷して授業で使うという旨も生徒たちに
伝えていた。白紙の紙に一つの文法項目をまとめるという作業は、一見大変なように思わ
れるが、山本氏は教科書の解説ページ等を自分なりにまとめれば誰でもそれなりにワーク
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シートを完成させることができるとしている。また、生徒たちが作ってきたものである以
上、間違った情報やスペルミス等があることは避けられないので、そういったものは印刷
前に作成者に修正させているという。作ってきたワークシートを基に、作成者に解説をさ
せるとより主体的な学びが可能になり、見守っている教員は適宜補足をする程度で文法学
習が完了するとのことであった。
私たちは、このワークシートづくりを高校１年生の「英語表現Ⅰ」で実践してみること
にした。その際、本校が中高一貫校であり、高校１年次で扱うべき文法項目は中学で学習
済みであることを考慮し、本校独自の取り組みも取り入れた。次章では、その実践の様子
を報告する。

3. 授業実践
3.1 方法
先ほど紹介したように、山本氏の例ではワークシートづくりは復習の意味も兼ねて行わ
れ、生徒たちが学んだことを自由にまとめるよう指示がなされていた。しかし今回実践を
行なった中高一貫校では、高校範囲の文法項目の一部を中学３年次に習うため、実践対象
とした高校 1 年生は事前にある程度の文法事項が頭に入っていることが想定された。そこ
で、ひとつひとつの項目をていねいに説明する必要はないと考え、本実践では「自学プロ
ジェクト」と銘打って、授業で当該項目を扱う前の予習としてワークシートづくりを取り
組ませた。その際生徒たちには、(1)ワークシートの形式は自由でよいこと、(2)何を参照し
てもよいこと、(3)ワークシートは後ほど廊下に掲示されることの 3 点を伝えた。以下は手
順の詳細である。

扱った文法項目：仮定法
＜手順＞
1.

教員は、中央に「仮定法ってなに？」とだけ書かれた横向きの A4 の白紙を 1 枚配布する。

2.

生徒たちは、宿題として様々な資料をもとに各自でワークシートを完成させてくる。

3.

1 週間後、つくってきたシートをグループ内で見せ合い、自由な感想を述べ合う。

4.

同時に、生徒がつくってきたワークシートを使いながら、当該文法項目を復習した。

5.

教員はその後、ワークシートを廊下に掲示する。

6.

生徒たちは各クラスの「優秀賞」
「ユーモア賞」
「イラスト賞」をマークシート形式で
投票する。

7.

投票結果は教員が集計し、クラスに発表する。
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3.2 実際に生徒が作ったワークシート
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図 1

生徒が作ったワークシート例（１）

図 2

生徒が作ったワークシート例（２）
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図 3

生徒が作ったワークシート例（３）

3.3 生徒の感想
今回実践した取り組みは、本校では初めてのことであったため、実践後に生徒たちに感想
を自由に書いてもらった。内容は自学プロジェクトをやってみた感想や、友人の作品を観
て感じたことなど多岐に渡った。以下はその一部である。

・みんなわかりやすかった。読み手の気持ちになって書いてあっていいと思う。
・説明しようとするとより理解が深まった。
・文字として書くことで覚えやすかった。
・文法を確認し、勉強するいい機会になった。また、例文を書くことでアウトプットにつ
ながった。
・他の単元でもこのようなことをやった方がいいと思った。
・絵に力を入れすぎてしまったが、文を考えたり、まとめたりすることで仮定法の理解に
つながった。みんなのプリントを見ることで、広く理解が深まった。
・もう少し仮定法の作り方について書いた方がよかったと思いました。
・A くんのレイアウトがきれいでわかりやすかった。
・B の絵がうまかった。

生徒たちの感想を見ると、中学で学習済みの項目だったからかもしれないが、実際に自
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分で調べて手を動かすことで「理解が深まった」という内容が非常に多かった。また、自分
の作品が掲示されるということで、読み手に対して説明をするのだという意識がはたらき、
仮定法について隅々まで知っておこうとしたという態度も、完成したワークシートや本人
たちの感想から伺うことができた。なかにはクラスの友達の作品を見ることで、自身のワ
ークシートとの違いに気づき改善点を考えている生徒もいた。さらに他者の作品のよいと
ころを見つける肯定的なコメントも見られ、このような取り組みがお互いを認め合うよい
雰囲気づくりにも一役買うことができると感じた。

3.4 各賞を設けたことに関して
今回、本校独自の取り組みとして、生徒が作ってきたワークシートを廊下に掲示し、
「優
秀賞」
（今回の文法事項を学ぶにあたり、特に参考になった作品）
、
「ユーモア賞」
（構成や内
容がおもしろいと感じた作品）
、
「イラスト賞」
（挿入されているイラストが上手いと感じた
作品）をマークシートによる投票で選ばせた。その結果、生徒の学びの面と教員の指導の
面の双方にとりプラスであった。生徒にとっては、各賞を設けたことで生徒たちの中にモ
チベーションが生まれた様子が確認された。例えば、普段英語が苦手で授業に積極的に参
加することがなかった生徒も、イラスト賞だけは他の友達に譲れないといった本人なりの
取り組み方がみられ、各賞を設けたことで目標が生まれたようだった。
また教員にとっては、優秀賞に選ばれた作品を見ることで、生徒たちがどのようなこと
を文法の学習時に求めているのかがわかった。私が実践したクラスで優秀賞に選ばれたの
は、文法事項の解説がほとんどなく、代わりに例文が豊富に載ったものであった。当初、私
はそれほどその作品を気に留めていなかったのだが、最終的にはその作品が優秀賞を獲得
した。このことは、生徒たちが豊富な例文を提供してくれたワークシートが便利だと考え
ていたことを示すものであり、彼らにとって文法書のように整然と説明が並んでいるもの
だけがよい教材ではないのだという気づきを与えてくれた。普段、最低限の例文の紹介に
とどまっていた私自身の授業を見直すきっかけになったと感じている。

4. おわりに
本実践では、生徒が自ら文法学習のためのワークシートを作るということを行なった。
また、独自の取り組みとして各賞を設けた結果、生徒たちのモチベーションを生み出すこ
とができただけではなく、生徒たちがどのような教材を求めているのかという発見にもつ
ながった。
今回はワークシートを作り、お互いの作品を見る中で簡単におさらいをし、掲示後に各
賞を投票するだけで終わってしまったが、今後は生徒たちのワークシートを軸に授業を構
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成し、場合によっては生徒たち自身がお互いにシートを用いて授業を行うような、
「シート
を利用した授業づくり」を教員が考え、より能動的な学びを誘発することができる授業を
実践していこうと思う。
現在、文部科学省の様々な指針や各種教育実践の研究界においてアクティブ・ラーニン
グが徐々に求められてはいるものの、その本格的な導入はなかなか進んでいないのが実態
である。生徒一人一人に学習や思考のチャンスを与え、生徒同士で互いのワークシートの
評価まで行わせる本実践は、英語という枠を出て、将来の社会で求められる主体的な態度
を生むきっかけになるかもしれない。本実践のように、少しずつでもアクティブ・ラーニ
ングの要素を含んだ活動を増やしていくことができれば、徐々に自立した学習者を育てる
仕組みができるのではないだろうか。

参考文献
山本崇雄（2015）『はじめてのアクティブ・ラーニング！英語授業』学陽書房.

《実践報告》

23

