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本研究の目的は、日本で開発された汎用的言語間共通学習方略モデル「辞書引き学習」をイギリスの小学校に導入
した後、日本とは異なる教育制度・文化において従事しているイギリス人教師がどのような専門職としての「学び」
をしていたのかを、イギリス人教師を観察対象者としたインタビュー分析を通して、明らかにすることである。
佐藤学（2015）は、
「教師の学び成長する場の同心円的構造」において、「同心円的構造」の外郭から順に「（1）大
学教授の講演」
「
（2）教育委員会の研修・地域の研究会」
「（3）校内研修による授業研究」
「（4）校長・教頭の助言」
「
（5）
同学年、同教科の仲間の支援」
「
（6）自らの教室における授業の省察」を位置付けた。
佐藤により、最も中核に位置づけているのが「
（6）自らの教室における授業の省察」であった。
インタビューの分析結果によると、
「
（6）自らの教室の置ける授業の反省」を S に対して促した場面は、以下の 5 つ
の場面であった。
（1）筆者ら日本の大学研究チームの関与
（2）S の所属する地域の研究会における実践報告
（3）校内研修による授業研究
（4）校長による辞書引き学習の導入に関する助言
（5）英語科の同僚による辞書引き学習導入の支援
本研究から、S は自らの授業の省察の機会をこの 6 つの場面で得ていたことが明らかになった。これらの 6 つの場面
は相互に作用していたのである。

通して、明らかにすることである。

1．はじめに

日本の学習指導要領改訂や大学入試における外

本研究の目的は、日本で開発された汎用的言語間

部試験導入議論の中でも注目を集めたヨーロッ

共通学習方略モデル「辞書引き学習」をイギリスの

パ 言 語 共 通 参 照 枠（CEFR：Common European

小学校に導入した後、日本とは異なる教育制度・文

Framework of Reference for Languages） は、 そ

化において従事しているイギリス人教師がどのよう

の根幹の理念の 1 つとして複言語・複文化というこ

な専門職としての「学び」をしていたのかを、イギ

とを謳っている。様々な言語を対等な関係の中に位

リス人教師を観察対象者としたインタビュー分析を

置づけ、社会の中でそれぞれの言語を使ってどれだ
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慶應義塾大学経済学部
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中部大学人間力創成総合教育センター

けの役割を果たせるのかという点に重点を置き、そ
の理念の下で個々人の言語における能力指標として
参照枠が作られた。
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辞書は、様々な言語を学ぶ際に共通して用いる

た役割が大であることは言うまでもない。Lesson

ツールである。したがって、辞書を活用する「辞書

Study が紹介されていた当初と異なり、国際的な広

引き学習」は、複言語・複文化という文脈において

がりによって、それぞれの教育的課題に則した研究

も、言語種に関係なく応用できるという意味におい

が行われる契機となりつつある。それらの研究にお

て、CEFR の評価指標のような汎用性を有している

いて、異国間の教師は、相互に自らの教育実践を省

とも言える。異なる教育的文脈の中で、学校教育に

察しながら、自分の教育実践の捉え直しをしている。

従事する教師たちは、上述のような汎用性を持つと

教育方法の国際交流によって自らの授業改善を行う

考えられる「辞書引き学習」をどのように受容し、

ことは、大きなストレスや葛藤、そして刮目する場

教師として学び、成長することができるのだろうか。

面を伴うからである。

「辞書引き学習」を、国際的な共通学習方略モデル

本研究では、教育文化の影響を受けやすい言語科

として普及させていく過程で、学習者のみならず教

目を対象とし、汎用的言語間共通学習方略モデルの

師の側がどのように成長していくのかを考察するこ

導入を通じた教師の気づきや学びを研究の対象とし

とは、この学習方略をより有効なものとし有用性を

ている。これまで、言語系科目は、異なる言語を内

アピールするためにも、非常に重要な側面である。

容とするために比較研究が難しく、授業研究の対象

本稿では、日本で開発された「辞書引き学習」を

として不向きと捉えられてきた。そこで、異なる目

イギリスの小学校で導入し、イギリス人教師がどの

標言語の教育においても、共通学習方略モデルとし

ような気づきや学びをしたのかについて、実践期間

て機能する辞書引き学習の導入を行うことで、異な

中に行ったインタビューによる担当教師の自己省察

る教育文化を背景に持つ教師が、自らの実践をこれ

1）

記録の分析 を通じて、その一端を明らかにしてい

までと異なる視座から省察する学びをもたらす機会

きたい。

として認識するようになると考えた。

2．先行研究の検討

3．イギリス小学校での辞書引き学習の導入
と教師の学び

異なる学校文化を背景に持つ 2 か国間で、共通の
教科内容に基づく教授活動を行い、教師による省察

イギリスの小学校教師 S が、辞書引き学習を導入

に基づいた学びに関する研究は数多く存在する。但

したのは、ウースターシャー・モールバーンの C・

し、その研究の多くは、カリキュラムや教授法に対

M 小 学 校 Year3 と Year4 の 2 学 年 複 式 ク ラ ス で あ

して教育文化の影響を受けにくい理数科目の授業を

る。2017 年 3 月以降、水曜日に 1 単位時間、辞書引

対象としたものが多い。

き学習を活用した語彙学習をしてきている。また、

例えば、2000 年代以降、日本の教員研修のスタ
イルとして発展してきた授業研究が、Lesson Study

この授業時間外においても辞書引き学習を適宜児童
が行うことは推奨されている。

として、1990 年代、スティグラー、ヒーバートの

本研究で参照するインタビュー記録は、2018 年 9

『ティーチング・ギャップ』の出版に端を発し、国

月 6 日と 2019 年 9 月 9 日に録音したものである。こ

2）

際的に知られるようになったが 、同書も理数教育

れらを文字起こしした逐語記録を元にして S の学び

において成果を上げている日本の教育の特徴を日独

について解釈する。

米の授業比較から明らかにしたものである。以降、
レッスンスタディによる国際比較研究は、授業改善

They’ve got those research skills, they can

や教員の専門性向上に資するものとなった。2010

take ownership and find out for themselves,

年頃からは、言語科目に関する授業も授業研究の対

which is fantastic. It gives them confidence

象として取り上げられる傾向が見られるようにな

that if they look in the right place they can

3）

ることを小柳和喜雄は指摘している 。教師の専門

find the answers. And if they learn it for

職としての学びについて、Lesson Study の果たし

themselves, instead of listening to me, then
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they really learn it, they really take that

う。

onboard, and they really want to use that

これらの辞書引き学習指導を通しての S の気づき

knowledge. So I find it has leaked into other

は、辞書引き学習が、学びの主体者としての子供た

areas of the curriculum, not just English,

ちが、そのオーナーシップを取ることを促している

certainly in math, science, topic. If we have

ことに対するものである。

science words that they are not sure of, they’ll
often use their dictionary. Before they even ask

INTERVIEWER: Normally, in the UK, how

me what something means, they’ll go straight

do teachers teach vocabulary to children?

to the dictionary, look in the dictionary, and

S: That’s a very tricky question.

then usually we have a discussion so that they

teachers will teach specific vocabulary when

really understand what they’re looking at. So

studying a topic. So if you were learning about

I find it very useful.

the Stone Age, for example, you would learn
（2018 年 9 月 6 日録音）

Lots of

about Neolithic and prehistoric, cave, you learn
all the vocabulary to do with the specific topic.

S は、
「子供たちが、研究（探究）スキルを獲得

So that is one area. Or a science topic and so

することにより、学ぶためのオーナーシップを取る

on, so you might just learn those words as you

ことができ、自分自身のために解答を見つけること

go along.

ができることは素晴らしいこと」とし、
「子供たちが、

We also tend to have a culture in this

正しい情報源から解答を見つけることができる辞書

country of learning spelling words so learning

引きは、子供に自信を与えることになる」と述べて

a group of words that maybe follow a

いる。

particular spelling pattern and you might learn

研究スキルの獲得に関しては、長年、イギリスの

those each week. Certainly, a lot of teachers

小学校で取り組まれてきたトピック学習に対応した

just teach a spelling pattern and teach a list of

スキル学習指導の経験から、S はその重要性を認識

words, and children don’t necessarily know

しているようである。

how to use those words, don’t know the words.

また、S は、辞書を「正しい情報源」として認識

They learn how to spell them but they don’t

しており、そこから解答を見つけることができるこ

know how to use them in a sentence. And

とから子供自身に学ぶことに関して自信を深めさせ

I’ve been guilty of that in the past myself, just

ることができると感じているようである。さらに、

teaching a set of words and hoping that they’ll

S は、
「子供たちが、自分自身のために学ぶならば、

know what they mean.

教師に尋ねるのではなく、実際にそれを学びの俎上

What I’ve found with jishobiki is that

に載せ、その知識を本当に活用したいと考えるよう

because we are then linking it with the

になる」と共に、「活用する知識が、他のカリキュ

dictionary, the children are finding out what

ラム分野、例えば、数学、科学、トピックへと滲み

the words mean for themselves and, like

出るようになる」と述べ、辞書引き学習が、子供自

today, trying to use them in a sentence because

身の知識の活用へと働きかけるようになると言う。

as soon as they use them they have that in

そして、
「子供たちにとって確信を持てない科学的

their head as well. So every time they see

な言葉があれば、子供たちは、しばしば辞書を使う

that word they think, “I used that word this

ようになり、教師に尋ねる前に、辞書に当たり、本

way,” and they’ll learn to be able to use those

当に理解するように議論するようになり、よって辞

words themselves. So they are expanding their

書引きが非常に有益な活動になる」と、辞書引き学

vocabulary that way.

習によって、辞書の活用が主体的な活動となると言
― 29 ―
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「イギリスでは、通常、教師はどのように子供た

引きで私が発見したこと、それは、言葉は辞書にリ

ちに語彙を教えていますか？」というインタビュー

ンクしているので、子供たちは、その言葉が何を意

アーの質問に対し、S は、「それは非常に答えにく

味しているのかを辞書引きを通して自分自身で見つ

い質問ですね」と前置きをした後に、以下のように

け出すことができるということです。言葉の意味が

指導事例を踏まえて答えている。

分かれば、今日のように文章の中で調べた言葉を

「トピックを勉強するときに、多くの教師が特定

使ってみようとします。文の中で言葉を実際に使う

の語彙を教えます。例えば、石器時代について学ん

ことで、すぐに頭に入るのです。だから、子供たち

でいたら、新石器時代や先史時代の洞窟について学

は、自分の頭に浮かんだ語を辞書で見るたびに、
『こ

び、特定のトピックに関連するすべての語彙を学び

の言葉はこのように使うのである』と意識すること

ます。だから学ぶ語彙は 1 つの領域の語彙なのです。

で、その言葉を自分自身の力で使うことができるよ

または科学のトピック等では、学習が進行するにつ

うになります。そのようにして子供たちは、語彙を

れて、科学に関わる語彙を学ぶかもしれません。そ

広げています」

して、イギリスには、単語のスペルを学習する文化

辞書引きの習慣を身に付けさせることで、子供が

があります。ですから、特定のスペルパターンに

学んだ言葉が、辞書の中の言葉と自然にリンクする

沿った単語群を学習し、毎週それらを学習する傾向

ようになり、自分でその言葉の使い方を意識するよ

があります。確かに、多くの教師が、スペルパター

うになると、S は辞書引き学習の効果を認識するよ

ンを教え、単語のリストを教えるだけで、子供は、

うになったといえる。

必ずしもその言葉の使い方を知っているとは限りま
I think a lot of vocabulary teaching is

せん。言葉について本当はよく知らないのです。彼
らは、単語の綴り方を学びますが、文章の中でそれ

accidental.

A word happens to come up,

らの単語を使う方法を知らないのです。そして、私

the children ask you what does that mean.

は、これまでの自分自身の指導に対し、罪悪感を抱

A lot of children don’t hear that many

いていました。言葉としてセットで意味や使い方を

different words at home, depending on your

教え、それらが何を意味するのかを辞書引きで子供

circumstances, and maybe they are not exposed

たちが知ることを期待しています」と S は答えてい

to adult vocabulary or more rich vocabulary,

る。

so it’s kind of our job as teachers to expand

S は、イギリスの語彙指導について、①対象とな

their horizons and give them those words. So

る語彙は、トピックの内容に依存していること、②

I think jishobiki has changed the way I teach

単語スペリングパターンの指導に関しては、イギリ

vocabulary because the children are more

スの小学校では重視されてきたことの 2 点を挙げ、

active. I might have presented them with a

その上で、
「子供は必ずしもその言葉の使い方を知

list before and said, “This is what the word

らない。言葉について本当は知らないのです」とイ

means, let’s use it,” and that’s it, but now the

ギリスにおける語彙指導の実情について吐露してい

children are finding them out for themselves.

る。

So it’s good. It has changed what I do.
（2018 年 9 月 6 日録音）

「通常、どのようにイギリスでは語彙を教えてい
るのか」という問いに対して、「答えにくい質問」
と捉えているように、S のこれまでの語彙指導にお

S は、「大抵の語彙指導は場当たり的である」と

けるジレンマを乗り越えるための指導方法として辞

述べ、「児童らがどれぐらい多くの言葉に出会うか

書引き学習指導を捉えていることがインタビューか

は、それぞれの子供たちの環境に依存している」と

ら読み取ることができる。

主張する。こうした省察を元にして、S は、「多く

さらに、S は、辞書引きを語彙指導に導入したこ

の児童は、家庭において、大人が用いる語彙やより

とで、以下のような発見があったと述べる。「辞書

豊かな語彙に触れていないかもしれない」と言う。
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それを踏まえ、
「児童らの視野を広げて、これらの

So I think I use a dictionary more explicitly

言葉を子供たちに与えていくことが教師の仕事の一

in my teaching. I show them the value of

種」
と S は言う。S は、辞書引き学習の実践を通して、

the dictionary, the tool that it is, that being

子供たちに言葉を教える機会を積極的に持つべきで

interested in what the word means, where the

あることに気づき始めたのである。

word comes from, is exciting in itself.
（2018 年 9 月 6 日録音）

その証拠として、S は、「辞書引きが私の語彙の
教える方法を変えた」と言い、何故なら、辞書引き

「辞書引き学習は、あなたの辞書の使い方に関す

により、児童らの学びの姿がより活発になってきて
いるからだと述べている。さらに、S は、
「以前なら、

る考え方を変えましたか？

どのように変えました

私は、子供たちに語彙リストを提示して、『これが

か」という問いに対し、「変わったことは間違いな

単語の意味です。では、それらの語を使ってみましょ

い事実」と S は答えている。S の辞書の使い方に関

う』と言うだけだったが、今では、児童らが、自分

する考え方の転換は、新たな教師としての学びを意

自身で語句の意味を見つけ出すようになった」と述

味する。

べている。S は、
辞書引き学習の取り組みを通して、

そして、S は、「あなた方（研究チーム）が私た

自らの語彙指導の考え方を大きく転換したことをこ

ちを訪問する前、辞書は、たまたま教室にあった単

のインタビュー記録から読み取ることができる。

なる道具だった」、「私が「先生に、単語の綴り方を
聞かないでください。皆さん、辞書を持ってきてく

INTERVIEWER: How has jishobiki changed

ださい」と子供たちに対して言うと、彼らはいつも

your thinking about using the dictionary?

うんざりしていた」と回顧している。この姿が、S

S: It definitely has. I think before you came

が学びをする以前について省察したものである。

to visit us dictionaries were just a tool that

また、S は、「どのようにして辞書の中の言葉を

happened to be in the classroom. The children

見つけるかについてほとんど授業をしていませんで

would groan if I said, “Don’t ask me how to

したし、そのようなことに対して子供たちが興味を

spell a word. Go and get a dictionary.” We

持つことはありませんでした。私たちは辞書をツー

did little lessons on how to find things in the

ルとして適切に使用していませんでした」と、それ

dictionary, but the children weren’t interested.

までの辞典指導が子供たちにとって魅力的な活動と

We didn’t really use them properly as a tool.

なっていなかったことを振り返っている。

Whereas now, the children see a purpose

その後、S は辞書引き学習導入指導を経て、「子

in the dictionary, they are proud of their

供たちは、辞書を使うことに目的意識を持っていま

dictionary, they are proud of how many

す。子供たちは自分たちの使い込まれた辞書を誇り

words they know. When I take photographs

に思っています。子供たちは、自分たちがどれだけ

of their dictionaries and we look back on the

多くの言葉を見つけたかについて誇りに思っていま

photographs they say, “Oh, I only had 100

す」と述べている。

then and now look how many I’ve got. I’ve

さらに S は、子供たちの付箋で膨らんだ辞書の写

got 500,” “I’ve got 1,000.” They can see how

真を撮り、写真で活動を振り返る場面を用意すると、

much their learning has changed and they are

子供たちはそれを見て、「ああ、私は前に 100 語し

really proud of them.

か見つけませんでしたが、今では、500 語見つけま

When they fall apart, because we have that
problem with the backs of the dictionaries, they

した」、「私は、1000 語見つけました」などと言う
子供の様子を振り返っている。

are quite upset. “Can you mend it? It’s falling

最後に S は、「辞書引き学習により、子供たちは

apart but I don’t want to lose it. I don’t want a

自身の学習がどれほど変わったかを、実際に目で確

new one. I want this one.”

かめることができ、本当に子供たちは自分自身を誇
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また、「言語発達の面で、辞書引きは、子供たち

らしく思っています」と辞書引き学習の効果に関す

が言語に興味を持たせるようにし、他と関連付ける

る手ごたえを感じたようである。
辞書引き学習の導入によって、子供たちが使って

ように促します。これは素晴らしいこと」と述べて

いる辞書が、使用頻度に耐えかねて破損すると、子

いることから、自らのクラスにおける辞書引き学習

供たちが「壊れた辞書を修理できますか」「辞書は

指導によって、子供たちが言語に興味を持ち、他と

壊れていますが、手放したくありません」「新しい

関連付ける学びを展開していたことに、S が気づい

辞書は欲しくない。使ってきたこの辞書がいい」と

ていることを伺い知ることができる。

訴えるようになったことを紹介している。この発言
は、
子供たちの辞書に対する愛着を示すものであり、

INTERVIEWER-MAN 1: For three years,

自分の辞書が破損しても自分が努力をしてきた証と

the children have been learning with jishobiki.

しての辞書を使い続けたいという、自分の辞書に対

How has your thinking about jishobiki

する拘りを S は望ましいことと捉えていることが分

changed?

かる。

S: I think I am seeing the potential for using it

以 上 は、2018 年 9 月 6 日 に 採 録 し た S の イ ン タ

in different ways. I do think a lot of schools ....

ビューである。次に、前回のインタビューから 1 年

When I go on training days, I often say I

を経過した時期に採録した S のインタビューを取り

do this in my classroom and they look at me

上げる。1 年間の教育実践を経て、S の教師の学び、

as if to say, “Well, that’s a bit weird. Really?

成長がどこに見られるのかを明らかにしていきたい。

Sticking Post-it notes in a dictionary?”
But actually, when I explain what we are

And because we have such a busy

doing and how I am using it, lots of other

curriculum I don’t have enough time to do that

schools would be interested in doing it, they

regularly, so I don’t get to do it every day, I

would be interested in this method.
So I think at the beginning I was skeptical.

don’t get to do it every week, I have to fit it in

I thought J has come back from Japan with this

where I can.

wacky idea, what is she doing to me?

So what I would like is to find a way to

But actually seeing the children grow

do it more often, more rigorously, I suppose,

with it, seeing those children now in year

that’s my thing.
But in terms of language development, it

six who have been doing it for four years, it

encourages children to be curious about their

is phenomenal the fact that they will use a

language, it encourages them to make those

dictionary without being asked to.
Most children their age don’t, so I think it’s

links, which is great.

great. I like it more every time I do it. Every

（2019 年 9 月 9 日録音）

time I do it, I like it better.
（2019 年 9 月 9 日録音）

「私たちはこのように過密なカリキュラムを抱え
ており、定期的に辞書引きを行う十分な時間がない
ため、毎日、毎週、辞書引きをすることができませ

インタビューアーの「子供たちは 3 年間、辞書引

ん、私は辞書引きをカリキュラムの中にうまく組み

きで学んでいます。辞書引きに対するあなたの考え

込む必要があります。もっと頻繁に、より入念に辞

方はどのように変わりましたか」という質問に対し、

書引きを行う方法を見つけたいと思います。それが

S は「辞書引きには、様々な方法で活用できる可能

私の課題だと思います」と述べているように、S は、

性があると私は考えています。そういう風に考える

カリキュラムの過密さに折り合いをつけて、辞書引

学校はたくさんあると思います」と答えている。こ

き学習を組み込むことを企図していることが分かる。

のように、S は、辞書引き学習の実践とその効果と
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可能性について、校外教員研修において、他校のイ

ことができるのである。

ギリス人英語教師にも話をしている。「私が数日間
の教員研修に行くとき、私はしばしば辞書引きを教
室で行うと研修会場の教師たちに言います、そして

4．おわりに

教師たちは、
私に『へえ、ちょっとユニークですね。
辞書に付箋を貼り付けるのですか？

佐藤学は、「教師の学び成長する場の同心円的構

風変りです

造」において、同心円構造の外郭から順に「①大学

ね』と言うのです」と言うように、辞書引き学習の

の研修・大学教授の講演」「②教育委員会の研修・

話を、他校のイギリス人教師にすると訝しんでいた

地域の研究会」「③校内研修による授業研究」「④校

ようであるが、
「実際、私たちが何をしていてどの

長・教頭の助言」「⑤同学年、同教科の仲間の支援」

ように辞書や付箋を使用しているかを説明すると、

「⑥自らの教室における授業の反省」を位置付けた。

他の多くの学校の教師が辞書引き学習に関心を示し

佐藤が、最も中核に位置付けているのが「⑥自らの

ます」と言うように、S は校外教員研修会で辞書引

教室における授業の反省」である4）。

き学習の良さについて熱意をもって説明している様

佐藤が述べるように、教師が学び、成長する場と

子であった。このように、S は、辞書引き学習の導

して最も中核的な場が「自らの教室における授業の

入を自らの実践として受け止め、教師としての学び

反省」の場とするならば、日本で開発された汎用的

を深めていき、
その学びを校外教員研修会において、

共通言語学習方略モデル「辞書引き学習」をイギリ

他のイギリス人教師と共有すべく行動をするように

ス人教師 S の自らの教室に導入することで、自らの

なったことが分かる。

授業が反省の場として機能するようになったとみな

「最初、辞書引きの効果について、私は懐疑的で

すことができる。この取り組みにより、S は自身の

した。J（校長）は、奇抜なアイディアを日本から

英語教育の省察を、より深く行うようになったので

持ち帰ってきたと思いました。J（校長）は私たち

ある。

に一体何をさせようとしているのでしょう」と、日

また、この取り組みを行うきっかけとなったのは、

本で知った、辞書引き学習の自校での導入を決断し

「④校長・教頭の助言」からである。S の実践は、J

た J 校長の「慧眼」に対する驚きを語っている。し

校長から持ち掛けられ、J 校長の助言により進めら

かしながら、S は、「実際に子供たちが成長すると

れ、深化していった。そして、さらに、S は、校外

ころや、4 年間、辞書引きをやっている 6 年の今の

研修会で辞書引き学習についての取り組みのよさを

子供たち（3 年生から 6 年生にかけて辞書引き学習

他校のイギリス人教員に伝え、イギリス人教員の評

に取り組んできた 6 年生）を見て、彼らが、教師か

価を受けている。この学びの広がりは、「②教育委

ら求められることなく辞書を使用するのは驚くべき

員会の研修・地域の研究会」に該当する学びの場の

事実です」
と述べているように、この実践を通して、

広がりである。教師の学び、成長する場の内、最も

数多くの学びや発見をすることになったのである。

中核的な部分に該当する「⑥自らの教室における授

「彼らの年齢のほとんどの子供は、教師に求められ

業の反省」の場を中心として、その学びを「④ J 校長・

ることなく辞書を引くわけではないので、それ（辞

教頭からの助言」や「①大学の授業や大学教授の講

書引き学習の効果）は素晴らしいと思います。私は

演」に該当する、日本人研究者である筆者らによる

辞書引きを子供が行うたびに辞書引きが好きになり

助言やインタビューの問いによって、S の教師とし

ます。私（S）自身、辞書引き指導を行えば行うほ

ての学びや成長が促されたと考えることができるだ

ど辞書引きが好きになります」と言うように、S は、

ろう。

辞書指導に対する理念とその理念を反映した指導法

教師の成長の場の中核は、「①自らの教室におけ

の工夫により、これまで S が「罪悪感」を持ちなが

る授業の反省」である。本インタビューの分析から、

ら指導をしていた辞書指導を大きく改善する学習方

S の「①自らの教室における授業の反省」を促した

略モデルに出会ったことにより指導における自信を

のは、「④校長による辞書引き学習の導入に関する

深めていった様子をインタビュー記録から読み取る

助言」であり、「⑤英語科の同僚による辞書引き学
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習導入の支援」
、
「①筆者ら日本の大学研究チームの

発に関する国際比較研究」（課題番号 20H01294）を

関与」と、
「③校内研修による授業研究」、「② S の

受けて実施したものである。

所属する地域の研究会における実践報告」であった。

また、本研究において研究協力校として実践を

S のインタビューから、自らの授業の反省の機会を、

行ったイギリス、ウースターシャー・モールバーン

実に様々な場面で得ていたことが明らかになった。

の C・М小学校校長 J 氏と英語担当教諭 S 氏に対し、

教師が成長するとき、これらの 6 つの場面が相互に

深く感謝の意を表したい。なお、両名より、インタ

作用していたのである。

ビュー記録の研究論文における使用に関しても許可

本研究プロジェクトは、複言語学習における汎用

を得ていることをここに付記しておく。

的な言語間共通学習方略モデルの開発に関する国際
研究プロジェクトの一環として実施されているもの

註

である。教育研究を異なる国や教育文化の間で行う

1） 佐藤学は、教師の学びの場を同心円的構造において捉

場合、プロジェクトの目標である「汎用的な言語間

えている、本研究では、イギリス人教師の専門家とし

共通学習方略モデルの開発」という目標を、国を超

ての学びが、どのような場面で展開されていたのか、

えて共有できるかどうかという問題だけでなく、そ
のプロジェクトによって、当事者である子供たちや
教師が成長できるかどうかがプロジェクトの成功の
鍵を握っている。
国際研究プロジェクトにおいて、日常の業務の負
担に勝る、教師の成長や教育を受ける子供たちの成
長がなければならない。

分析を試みることにした。
（佐藤学『専門家として教
師を育てる―教師教育改革のグランドデザイン』岩波
書店、2015 年、118 頁。
）
2） James W. Stigler, James Hiebert.（1999）
. The teaching
gap: best ideas from the world’s teachers for improving
education in the classroom, New York: Free Press
3） 小柳和喜雄「Lesson Study の系譜とその動向」日本
教育工学会監修『Lesson Study（レッスンスタディ）』
ミネルヴァ書房、2017 年、7 頁。
4） 佐藤、前掲書、118 頁。

追記
本研究は、科研費基盤研究（B）一般「複言語学
習における汎用的な言語間共通学習方略モデルの開
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Abstract
The purpose of this study is to introduce a general-purpose inter linguistic common learning strategy model
called “ 辞書引き学習 Jishobiki” which was developed in Japan and also used in a primary school in the UK. This
project in the UK involved British teachers. Through an interview analysis with a British teacher “S” as an
observer and participant. This study examines various forms of professional learning.
Manabu Sato（2015）articulated the “Concentric structure of a place where teachers learn and grow” where
lectures by university professors, as well as training and regional study groups of the Board of Education form the
outer shell of “Concentric structure”. Other forms of professional development include class study through in-school
training, advice from principals and teachers, support for colleagues in the same subject and in the same grade and
reflection on classes in their own classrooms. According to Sato, “Reflection on lessons in his own classroom” is
positioned at the core.
“ 6）Reflection on the
According to the analysis results of the interview, the following five scenes involved （
lessons that can be placed in his own classroom”.
（1）Involvement of the authors and other Japanese university research teams
（2）Practical report at the study group in the area to which S belongs
（3）Class study through in-school training
（4）Advice from the principal regarding the introduction of “Jishobiki”
（5）Support for the introduction of dictionary lookup learning by colleagues in the English department
The results of this study revealed that S had opportunities to reflect on her lessons involving the six factors.
This study will be relevant to educators and researchers interested in teacher professional development and the
use of an effective general-purpose inter linguistic common learning strategy model called “ 辞書引き学習 Jishobiki”.
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