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協調学習による成果  

―ライティング分析からみえてきた表現力の向上―  

 

郷司  雅子  

 

1. はじめに 

 

筆者は 2017 年度、公立高校 2 年生対象の「コミュニケーション英語Ⅱ」の授業に

おいて、読む力と聴く力を養い、インプットしたものをもとに考えや意見を相手に伝え、

言えるようになったことを書く活動につなげ、4 技能を統合して指導した。本稿では、

その授業の中で実践した「知識構成型ジグソー法 1」による協調学習の成果を分析す

る。各学期に 1 回、合計 3 回で 2 クラスのべ 211 名の生徒が実際に書いた全記録を

分析の対象とし、ライティング力の向上をその語数と構成や内容で考察する。  

 

2. 実践した授業について 

 

「コミュニケーション英語Ⅱ」の授業では Compass English Communication  II （大

修館）を用い、各 Lessonのゴールにアウトプット活動を位置付け、最終目標を、「言え

るようになった意見を書くこと」とした。その主体的・対話的な活動として知識構成型

ジグソー法による授業を、1回を 50分 2コマに分け実施した。手順は次の通りである。  

①Pre-writing 活動：答えが複数あり、生徒によって答えが異なるような問いを課題と

して提示した。提示された課題に生徒全員を個別に取り組ませた。  

②エキスパート活動：3 人ずつのグループに、①の課題を解答するのに有効な資料 A、

B、C のいずれかを割り当て、内容理解と情報整理に協力して取り組ませた。  

③ジグソー活動：A、B、C ぞれぞれの資料を読んだ 3 人でグループを再編成し、②の

資料に関する情報を交換・共有させ、①の課題に対する意見をまとめさせた。  

④クロストーク活動：③でまとめた意見を各グループが発表し、クラスで共有した。  

⑤Post-writing 活動：①で取り組んだものと同じ課題に再度、個別に取り組ませた。  

 

                                                        
1 故三宅なほみ東京大学名誉教授を中心に始まった、東京大学  大学発教育支援コンソーシア

ム推進機構（CoREF）が提唱する協調学習の手法の 1 つである。これを、埼玉県立総合教育セン

ターは全県で推進しており、詳細は郷司（2016）を参照いただきたい。  
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2.1 設定した課題とねらい 

 

知識構成型ジグソー法による授業の Pre-writing と Post-writingには、同一の課題

を設定した。その課題とねらいは表 1 の通りである。 

 

表 1 全 3 回の知識構成型ジグソー法の授業の課題とねらい  

実施日  
2 年  

5 組  

2 年  

6 組  
ライティングの課題  課題の設定とねらい 

第 1 回目  

6 月  

27/28・29 日  

35 名  37 名  

Was it good or bad for 

Takuya to stay in 

Canada? Why do you 

think so?  

良いか悪いかの二択にし、答えや

すい課題を設定した。その理由に

ついては、生徒一人ひとりに考えさ

せ、ここに思考の深化をねらった。  

第 2 回目  

11 月  

27・28 日  

35 名  35 名  

At the end of the love 

story, Deborah and 

Joseph met in Paris 

again. When they met 

again, what did they 

say to each other?  

登場人物の心情を考えたうえで、

Deborah と Joseph  2 人のセリフを

自分で考えて書かせることを設定

した。定着した語彙や表現の活用

と思考の深化をねらった。  

第 3 回目  

2 月  

19・20 日  

34 名  35 名  

From his high school 

days up to now, what 

is your image of Ando 

Tadao? Why?  

自分の考えとその理由を、まとまり

のある英文の中で論理的に述べる

ことをねらった。 

 

 

2.2 ライティングの語数変化  

 

取り組ませた課題に対するライティングの平均語数をまとめると表 2 のようになる。 

 

表 2 全 3 回の知識構成型ジグソー法の授業におけるライティングの語数変化  

 Pre-writing の  

平均語数（語）  

Post-writing の  

平均語数（語）  

Pre から Post への  

増加語数の平均（語）  

実施  6 月  11 月  2 月  6 月  11 月  2 月  6 月  11 月  2 月  

2 クラス

平均  
7.33  4.26  10.22  22.13  33.49  36.59  14.80  29.23  26.37  

2 年 5 組  6.31  4.97  9.35  19.20  34.49  37.24  12.89  29.51  27.88  

2 年 6 組  8.35  3.54  11.09  25.05  32.50  35.94  16.70  28.96  24.86  
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数値的な成果としては次の 4 点をあげたい。6 月実施時点では、2 クラス平均して

語数が Pre-writing（7.33 語）と Post-writing（22.13 語）で 14.8 語増加した。11 月実

施時点では、2 クラス平均して語数が Pre-writing（4.26 語）と Post-writing（33.49 語）

で 29.23 語増加した。2 月実施時点では、2 クラス平均して語数が Pre-writing（10.22

語）と Post-writing（36.59 語）で 26.37 語増加した。全 3 回の知識構成型ジグソー法

の授業を通して、Post-writing が平均して 22.13 語から 36.59 語まで増加した。 

本稿にのべ 211 名全員分のライティングの記録を載せられないが、語数のみなら

ずその内容は深まり表現が豊かになり、英文としての精度も高まっていた。  

 

3. 全 3 回の知識構成型ジグソー法による授業の成果   

 

毎回の授業で生徒は、インプット活動にもとづき、アウトプット活動に取り組んだ。

題材への理解を深め、1 年をかけて英語を活用し自分の意見を表現できるようになっ

た。この後の分析結果の中で、毎回 5 名ずつ生徒の Post-writing を示す2。 

 

3.1 第 1 回目（6 月 27/28・29 日実施）の分析結果と成果  

 

第 1回目の時点では、年度当初に始めたペアワークや、英語による指示や活動等

が定着し始めていることが確認できた。そこで、口頭で言えるようになることを目標にし、

その先にある書く活動を意識して、ライティングの課題を、「カナダに滞在したことは

Takuya にとって良かったか、悪かったか。なぜそう思うか。」と設定した。これは、教科

書本文（Lesson 2 Takuya’s Adventure in Canada）にもとづいたもので、エキスパート

活動では、英文の情報を整理して絵に描かせイメージをつかませた。  

授業を受けた 72 名の生徒全員が課題に対し「良かった」と答えたが、その理由に

は、Takuya がホームステイを楽しみ、ホストファミリーとのふれあいや励ましを理解し、

カナダの文化や自然について学び成長できたこと等を、自分のことばで説明した。時

間的余裕があっても書ける内容が少なかった Pre-writing に比べ、与えられた時間ぎ

りぎりまで書いていた Post-writing では語数の増加と内容の充実が見られた。  

5 名の生徒の Post-writing を表 3 に示す。誤ったつづりや表現もそのまま記してあ

                                                        
2  抽出した生徒については、必ずしも最高レベルのものばかりを選んだのではなく、重複した内容

のものを避け、各回で取り上げた 5 名の生徒がなるべく同じにはならないように配慮した。  
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図 1 2 年 6 組での板書記

録  

る。また、行替えもほぼ生徒が書いた通りに復元した。エキスパート資料等を活用して

表現を選択してつなぎ合わせて書いたと考えられるものが多いが、生徒が自分で考

えを統合させたり生み出したりして書いたものを網掛けで示す。  

 

表 3 第 1 回目の Post-writing 

Post-writing  
語数

（語）  

理由の

数（語）  

72 名の平均値  22.13  2.36  

I think good for Takuya to stay in Canada.  

Because he was beginning to feel more confident and has good 

memories.  

He learn many cultural and first Nations.  

28  3 

It’s good.  

Because He learned multicultural country First nation,  

Inuit and Metis peoplers.  

First good hormony in Canada.  

Twith He enjoyed in Vancouver.  

Third He knew seach on diginous people of Canad  

32  4 

It’s good.  

Because  he could enjoy staying in Canada.  

he knew distinct cultures, First Nations, Inuit, and Metis.  

he was beginning to feel more confident.  

so, I think Takuya good stay in Canada.  

33  3 

It was good.  

I have three reasons.  

First, I think he glew to before stay in canada.  

Second, he enjoied to stay in canada.  

Third, he was truly seeing multicultural country.  

31  3 

It was good.  

I have three reason,  

First, Because he was see beautiful city.  

Second, he learn English and Canada culture.  

Third, he met nice host family.  

It was happy for Takuya.  

32  3 

  

2年 5組では、意見・理由（・意見）という論理的な書

き方を指導しなかったが、3 名の生徒が論理的な文章

構成で答えた。2 年 6 組では、Post-writing の直前に

図 1 のように、論理的な書き方の例を板書で指導した。
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その結果、生徒はこの見本にならって書き、読みやすい構成になった。一方で、多く

の英文には表現やつづりの誤りが散在し、指導の必要を感じた。  

 

3.2 第 2 回目（11 月 27・28 日実施）の分析結果と成果  

 

1 学期から Lesson の各 Part の概要を言えるような練習を続け、10 月から要約を書

かせ、添削を繰り返した。第 2 回目の時点では、要約に加え意見を書く活動に進む

段階にあった。そこで、教科書本文（Lesson 5 Table for Two）にもとづき、ライティン

グの課題を、「物語の最後に二人はパリで再会した。再会したときに、デボラとジョセ

フはお互いに何と言ったか。」と設定した。ここでは、論理的というよりも、登場人物の

心情を伝える活動として、その内容を自分で考えて英文を完成させることとねらった。  

自分で考えて書くことがあまりできなかった Pre-writing（平均 4.26 語）に対して、

Post-writing（平均 33.49 語）では、語数が平均して 29.23 語増加した。この要因には

次の 2 点をあげたい。まず、内容がラブストーリーであり、生徒にとって身近なものだっ

たのだろう。次に、エキスパート活動で理解が深まり、資料にある情報がヒントとなり、

登場人物のセリフを考える手助けになったのだろう。  

エキスパート活動とジグソー活動では、段階的に理解が深まるよう登場人物の「幸

せの度合い」を折れ線グラフに記入させ、登場人物がどんな言葉を発したか、資料か

らキーワードを拾い上げてから考えさせた。クロストーク活動では全グループに発表さ

せ、教員がそのキーワードを板書した。その後に生徒は再度課題に取り組んだ。人

間関係を整理し登場人物の心情を考えたうえで、セリフを書いていた。 

5 名の生徒の Post-writing を表 4 に示す。Deborah と Joseph 2 人のセリフを書か

せる課題であり、最初の“    ”内は Deborah から Joseph へのセリフであり、2 つ目の

“   ”内は Joseph から Deborah へのセリフという設定である。誤ったつづりや表現も

そのまま記してある。また、行替えもほぼ生徒が書いた通りに復元した。エキスパート

資料等を活用して表現を選択しつなぎ合わせて書いたものが多いが、生徒が自分で

考えを統合させたり生み出したりして書いたものを網掛けで示す。  
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表 4 第 2 回目の Post-writing 

Post-writing  語数（語）  

70 名の平均値  33.49  

“why didn’t you call me? What happend  

to you? What was your doing? I am not angry  

I love you”  

“I’m very sorry. lost your book.  

I searched but could not find there. Are you angry?  

I want to talk again. I want to meet again.  

It’s distiny to met you again.  I love you.”  

55 

“Why didn’t you call?  

I’m not angry, I’m sad.  

What you doing?  

I’m happy.  

I enjoyed talking with you.”  

“I’m very sorry.  

I lost my coat and your telephone number.  

Are you angry?  

I want to meet again.  

I want to talk again.”  

43 

“My telephone number send to you.  

I am very happy to met you again ,  

You are my distiny.  

I was not angry. I was very sad.  

I love you.”  

“You are my destiny.  

I don’t leave to you.  very sorry.  

I lost “Great Expectations” for you send.  

I love you.”  

50 

“I was so happy  

I was yourself to wife.”  

“Wherever your I always make smile  

Wherever your I always by your side  

I love you.”  

25 

“I was very sad. But I was not angry. ”  

“I was very sorry. Let me tell what happened  

to me. She is your destiny I felt a thingling sensation that ran from  

the tips of my toes to the top of my head. ”  

43 

 

2 年 5 組 35 名中 22 名（62.9％）と、2 年 6 組 35 名中 29 名（82.9％）が、場面展

開と登場人物の人間関係を整理したうえで考えをつなぎ合わせて表現できたと言え
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る。例えば、He や She を You に、her telephone number を your telephone number

に置き換えていた。また、エキスパート資料 B に She is your destiny. という表現があ

り、エキスパート資料Ｃに Joseph is Deborah’s destiny. Deborah is Joseph’s destiny. 

という表現があり、ここから、次のように解答した。  

・You are my destiny. や I am your destiny.  

・（Deborah から Joseph に対して） I am Joseph’s destiny.  

・（Joseph から Deborah に対して） I am Deborah’s destiny. 

・We are destiny. や You are (my) destiny. 

・our meeting is destiny. や It’s distiny to met you again.  

・I love you. や I’m very happy to meet you again.  

70 名のうち、40 語以上書けた生徒が 17 名、50 語以上書けた生徒が 5 名、60 語

書けた生徒が 1 名いた。ほぼすべての生徒が学習した表現を用いて解答でき、書い

た量と質が向上していた。一方で、つづりのミスが散見された。日ごろから口頭練習

は行うが、つづりよりも内容に重点を置き言語活動に取り組ませていたためであろう。

外国語習得における accuracy と fluency の課題である。 

 

3.3 第 3 回目（2 月 19・20 日実施）の分析結果と成果  

 

第 3 回目の時点では、内容理解に加え、意見発表やライティング活動まで取り組

めるようになってきた。そこで、教科書本文（Lesson 6 Architect in Action）からの既

習知識をふまえ、ライティングの課題を「高校時代から現在までを通し、安藤忠雄の

イメージはどんなものか。それはなぜか。」と設定し、自分の考えとその理由を論理的

に述べることとした。内容理解をもとに、定着した語彙や表現を活用し、自分のことば

で意見を表現することをねらった。  

エキスパート活動とジグソー活動では、段階的に理解が深まるような仕掛けを設け

た。生徒は、安藤忠雄がどのような活動に取り組み、どの程度努力を積んできたかを

確認し、キーワードをあげた。クロストーク活動では、各グループが 1 つずつ理由を発

表するに留まったが、クラス全体では様々な理由が引き出された。発表したキーワー

ドを教員が板書し、その後、Post-writing に取り組んだ生徒には、意欲的な姿勢が観

察された3。 

                                                        
3  このことは、普段の授業におけるライティング活動時の様子からも変容が見えていた。2 学期に
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2 クラスともに Post-writing の直前に、文章の書き方

を図 2 のようにライティング・ガイドとして指導した。これ

を補助としながら、生徒はクロストーク活動で集まった

情報等を活用し、安藤忠雄に対するイメージをふくらま

せて、論理的な構成で考えや意見を表現できたと言え

る。このことは、生徒のライティングの語数が増加したこ

とからもみてとれる。Pre-writing と Post-writing で平均

して、語数が 10.22 語から 36.59 語に増加し、理由の数が 0.57 個から 3.09 個に増

加した。 

5 名の生徒の Post-writing を表 5 に示す。誤ったつづりや表現もそのまま記してあ

る。語数が多く、改行のタイミングは実際に生徒が書いたものとは異なる。語彙等は

資料にある表現を活用しつつも、生徒が考えをつなぎ合わせて自分で書いたと思わ

れる解答を網掛けで示す。  

 

表 5 第 3 回目の Post-writing 

Post-writing  
語数

（語）  

理由の

数（個）  

69 名の平均値  36.59  3.09  

He is great human.  

I have three reasons.  

First, he is hard worker.  

Second, he studied architecture by himself.  

Third, he has been creating a great many buildings in tune with 

nature.  

So he is great human. 

37 3 

My image of him is that He is kind human.  

Because he has been working on campaigns to plant trees.  

He is rich. Because he can traveld all over the world.  

He is good architect Because he get prizes all over the world.  

He is famous person all over the world.  

Because he get prizes all over the world.  

59 4 

He is a great human.  I have three reasons.  

First, he get prize. Second he sent massemge all over the world. 

Third he work very hard.  

So he is a great human!!  

32 3 

                                                                                                                                                          
は、書く前に口頭練習を積んでも早々に書き終わりその英文も短く少ないことが多かったが、この

時期には書ける量が増えていた。  

図 2 ライティング・ガイドの板書  
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He is cool.  

I have three reasons.  

First, he design a great many building  

second, he get prizes.  

Third, he like to work.  

So he is cool. 

27 3 

He is hard worker.  －Because He like working.  

I have five reasons.  

First He is great. －Because He design a great many buildings.  

Second He like, nature. －Because plant trees.  

Third He is cool. －Because prizes.  

Fourth He is great fighter. －Because always work, very hard.  

Fifth He is unique. －Because He design a unique hous like a 

concrete box.  

So he is great architect.  

Becaus he designed a unique house like a concrete box.  

81 5 

 

69 名のうち、40 語以上書けた生徒が 14 名、50 語以上書けた生徒が 4 名、60 語

書けた生徒が 1 名、81 語書けた生徒が 1 名いた。ほぼすべての生徒が学習した表

現を用いて解答していた。つづりや文法のミスが減り、発音により近いかたちでつづる

という誤りの傾向が見られた。また、個々に異なる意見が多く見受けられたが、この要

因には次の 3 点をあげたい。まず、日ごろ自由に意見を表現できるようなやり取りを重

視した授業を行った結果であろう。次に、Why? と投げかけ、生徒によってその理由

が異なるような問いを課題として設定したからであろう。さらに、クラス全体で多くの理

由が引き出され共有できていたからであろう。  

2 年 5 組 34 名中 27 名（79.4％）と、2 年 6 組 35 名中 27 名（77.1％）が、考えを

つなぎ合わせて理由を表現できた。具体的には次のような理由があがった。  

・Ando Tadao is (a) very fantastic human.    

・He is (a) super architect.  He is (a) great architect, traveler and hard worker.   

・… he say(s), “it is important to keep trying, work hard, and help each  other.”   

・He like(s) to work.  He likes making efforts.  He likes nature.    

・He thinks of nature.  He like(s) architect.  (He is) very strong.  

力がついてきたとはいえ、何十回扱った単語でも毎回発音できなかったり、意味が

定着していなかったりすることもあった。また、エキスパート資料にちりばめた既習の表

現（remember, prize 等）ですら、意味がわからず苦労している部分があった。しかし、

前回（11 月実施）理解に苦しんでいた表現のうち、want to ～, went into ～, each 
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other 等は理解できており、日ごろから繰り返し学習させることの重要性を実感した。

また、今回は授業手順に習熟していたため、授業の流れにスムーズに対応でき、絵

を描いたりグラフを作成したりする活動には非常に前向きに取り組んだ。  

3.4 自己評価の結果  

 

2 学期半ば頃までには、生徒の英語の使用率が高まり、発表や音読の声が大きく

なり、さらにペアやグループで助け合う場面が増加した。発表活動やライティングを含

め英語で取り組めることが増え、自ら達成感を得て、自己肯定感を高めている様子

が見られた。そこで、第 2回目と第 3回目の活動の最後に自己評価に取り組ませた。  

第 3 回目に実施した自己評価の平均値を、第 2 回目の結果とともに表 6 に示す。

項目①～⑤は共通のものであり、⑥と⑦は内容に関する異なる項目を設定した。  

 

表 6 自己評価の平均値（5 段階で 5 が最も評価が高い）  

項目  

第 3 回  
第 2 回

平均  
2 年  

5 組  

2 年  

6 組  
平均  

①ペアやグループでの言語活動に主体的に取り組んだ  3.85  4.20  4.03  4.01  

②教師の質問に適切に応答できた  3.38  3.69  3.53  3.33  

③教師の質問を正確に理解できた  3.38  3.63  3.51  3.31  

④習った表現を活用し、言語活動に取り組んだ  3.53  3.89  3.71  3.43  

⑤正確な読解ができ、内容を正しく把握できた  3.44  3.94  3.69  3.61  

⑥時系列に沿った物語の場面展開を理解できた  - - -  3.77  

⑥安藤忠雄の建築に対する姿勢を理解できた  3.79  4.17  3.98  - 

⑦登場人物の心情を理解できた  - - -  3.99  

⑦具体例を挙げ、安藤忠雄の考え方や生き方を理解できた 3.65  4.06  3.85  - 

平均  3.58  3.94  3.76  3.64  

 

最も高い数値が出た項目は、第 2 回目、第 3 回目ともに「①ペアやグループでの

言語活動に主体的に取り組んだ」であり、その次には、「⑦登場人物の心情を理解で

きた」と「⑥安藤忠雄の建築に対する姿勢を理解できた」であった。  

 

4. 1 年間の授業実践から見えてきたもの 

 

筆者は、普段から多量のクラスルームイングリッシュに触れさせ、英語による内容理
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解や学習への動機付けを高める活動を多く取り入れた。英語を使わざるを得ない環

境をつくり、英語を使いたくなるような雰囲気や仕掛けをつくった。その結果、1 年か

けて生徒自身が英語で取り組むようになった。これらの日ごろの積み重ねがあってこ

そ、知識構成型ジグソー法による授業で生徒のアウトプット力は発揮され、ライティン

グの量と質、つまりその語数の増加と構成や内容の改善を実現させることができた。  

  

5. まとめ 

 

1 学期には言えるようになることを目標にし、2 学期から書く活動に取り組ませ、3 学

期には意見を表現させる活動を加えた。段階的指導の結果、ライティングの語数の

増加のみならず構成や内容の充実につながった。これは、日ごろの授業で、読んだり

聴いたりするインプットを十分に行わせ、そこからつながるアウトプット活動として、言え

るようになったことを書かせ、この一連の活動を継続して積み重ねた成果でもある。  

知識構成型ジグソー法による協調学習の形態の授業は各学期に 1 回ずつ合計 3

回の実施であったが、生徒の 4 技能の向上が見られた。重要な要素は、主体的な取

り組みを伸ばす環境を整えること、インプットをアウトプットにつなげること、生徒が自ら

理解と考えを深める場面を積み重ねることである。  

対象生徒の学力は高いとは言えず、学習意欲の高くない生徒が少なくなかった。

それでも、英語を使い意欲的に取り組む生徒が増加し、3 学期には主体的に取り組

むよう変容した。最後に、本授業を振り返って書いた生徒の感想の一部を載せる。  

・  苦手教科だった英語がこの 1 年間で好きになることができました。  

・ 僕は英語が一番苦手で 50 分授業が 3 時間くらいに昨年は思っていました。です

が何でか分からないけど今年は早く授業が終わることが多くなりました。  

・  「英語出来るようになってきたね」っていつも褒めてくれてありがとうございました。

自分褒められて成長するなと実感しました。でも、やっぱりあまり英語できるようにな

らなくてすみませんでした。  

・ 英語の授業楽しかったです。  

 

（埼玉県立総合教育センター） 
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Collaborative learning results:  

Improvement of expression skills found via analyzing English writing 

 

Masako GOSHI 

 

In this report students' English writing was subject to analysis based on 

quantity and quality. A cumulative total number of 211 writing samples were 

collected from collaborative lessons conducted three times in 2017. The 

students had improved their expression skills in regular lessons and 

achieved higher writing skills. By fostering independent attitudes, students 

were able to use many more words, and the content of their writing had 

improved by the end of the year. This can be att ributed to collaborative 

learning as well as the cumulative results of their daily efforts.  


