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要旨  

本研究の目的は、Jishobiki（JB）モデル（辞書引き学習）が、学習者のモチベーションを向上と、

言語学習方略の習得に効果的であるかを検証することである。JB モデルは、イギリス C 小学校の

第一言語教育（英語教育）に適用され、JB モデルの効果に関する児童と教師によるインタビュー

逐語記録は、この効果測定のためのデータとして収集したものである。これらのデータを分析した

結果、JB モデルが JB モデルを経験した 3 名の児童のモチベーションを向上させることが示され、

学習方略としての JB モデルが、第二言語の学習に応用できる可能性があることが示された。  
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Abstract 

The aim of this study is to examine the effects of the Jishobiki (JB) model on 

teaching and learning strategies for improving learners’ motivation.  

JB model has been applied to teach English as a first language at  C primary 

school in the United Kingdom. Lesson transcript and transcriptions of semi -

structured interviews of both teachers and learners were used to examine its effects. 

The results showed that the JB model improves learner motivation through feedback. 

The study also indicates that the JB model as a learning strategy has potential 

application for learning second/foreign languages.  
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1. 問題の所在と研究の目的  

グローバル化が進む日本において、2020 年 4 月より初等教育からの外国語教育

が本格的に始まった。一方、日本語も含む言語学習における動機づけや学習方略

の問題は残されたままである。 

日本の児童は、日本語の学習を国語の授業で行いながら、英語の学習を外国語

の授業で学ぶことになっている。第一言語と第二言語を併行して学ぶ複言語学習が

本格的に初等教育から始まったとも言える。複数の言語を学ぶ際に、第一言語を基

盤としながら、複数の言語の学び方を架橋しつつ学ぶという言う考え方がある 5。児童

らの言語学習を効果的にするためには、第一言語と第二言語に共通した言語学習

の枠組みを提供することが必要であると考えられる。そのためには、複言語学習にお

いて、言語間共通学習方略モデルを構築することが重要になる。日本の初等教育の

現場で定着している「辞書引き学習 6（以下、英語名 Jishobiki、以下 JB モデルと略

記）」は、どの言語の学習においても使用する辞書を用いた導入の容易な学習方略

であることから、複言語学習における言語間共通学習方略モデルとして期待できる。  

本報告は、JB モデルが複言語学習において言語間共通学習方略モデルとして

有用であることを確認する前段階として、まず日本語以外の第一言語学習でもその

方略が機能することを検証すべく行った導入事例について考察するものである。

                                                        
5  吉島茂「ヨーロッパの外国語教育を支える考え方―複言語・複文化主義，行動主義，4 つの  

Savoirs，部分的能力，European Language Portfolio（Can do Statement）」『英語展望』114 号、

2007 年、49-54 頁。  
6  「辞書引き学習」とは、「辞書で引いた言葉を付箋に書いて、該当ページに貼っていく学習法」

のことである。（松村明編『大辞泉（第２版）』、小学館、2012 年）。この場合、「辞書で引いた言葉」

とは、「辞書を読んで見付けた言葉」を指す。「辞書引き学習法」は、日本国内だけでなく、シンガ

ポール、イギリスでも実施されている。シンガポールにおける研究実践検証に関しては以下の文献

を参照のこと。  

Keisuke FUKAYA, Edmund W.K. LIM, Nobuhiko KOHATA(2014), Linking Jisho Biki with the 

‘Teach Less Learn More’ (TLLM) Pedagogical Approach, 『現代教育学研究所紀要』第７号、

中部大学現代教育学研究所編。  

また、イラン教育雑誌においても JB に関する研究紹介は以下を参照のこと。  

Mohammad Naseri(2019). Interview with Profe. Fukaya about his experiences in Japanese 

Schools Reform, "Roshd Moallem Megazine", Vol. 22, Number 5, pp.14 -21. 
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2017 年から JB モデルを導入しているイギリスの小学校で実施した質的調査の結果

を分析することで、実証的にその有効性を検証し、次のステップである第二言語学習

での有効性確認への道筋としたい。  

具体的には、JB モデルを第一言語である英語の学習に導入したイギリス・ウスター

シャーC 小学校において、2019 年 3 月に同校教諭、同年 9 月に同校児童（Year4、

Year6 より児童各 3 名）から採録したインタビュー逐語記録を分析し、JB モデルの動

機づけと学習方略の有効性について検証する。ウスターシャーC 小学校においては、

2017 年 3 月に同校教諭向けの JB モデルについての案内と、同校児童向けの導入

授業を深谷が行った後は、同校教諭が主導して JB モデルを用いた活動実践を続け

ている。 

なお、JB モデルは、辞書を用いて既知の単語を探し、その単語を通し番号を付し

た付箋紙に書き込んで、その単語が掲載されているページに貼り付けたり、未知の単

語を調べて、同様に付箋紙に書き込んで当該単語が掲載されているページに貼り付

けたりする言語学習活動であり、1990 年代深谷圭助により開発された、日本の小学

校教育で行われている言語学習方略である 7。 

 

2. 言語学習に対する意欲の増大と動機づけ  

JB モデルは、2010 年以降、海外の初等教育の文脈において導入・実践・検証が

行われている。2020 年までに JB モデルが導入された国は、シンガポール、イギリス、

タイの 3 か国である。特にイギリス・ウスターシャーC 小学校に在籍するイギリス人児童

に対し、第一言語（英語）教育において、JB モデルが 2017 年 3 月より現在まで実施

されている。1 週間に 1 単位時間、Year3 と Year4 の児童の学級（Red Class）におい

て、JB モデルを導入した英語授業を 2 年間実施し、Year5 以降の自主的学習にお

                                                        
7 深谷圭助「自ら学ぶ力を育てる国語辞典の活用法」『教育愛知  第 32 回教育研究論文特集

号』第 46 巻（増刊 15 号）愛知県教育委員会、1999 年、6-17 頁。  

なお、辞書引き学習に関する主な文献は以下の通りである。  

・深谷圭助『小学校１年生で国語辞典を使えるようにする 30 の方法』明治図書、1998 年。  

・同『7 歳から辞書を引いて頭をきたえる』すばる舎、2006 年。  

・同『なぜ辞書を引かせると子どもは伸びるのか』宝島社、2008 年。  

・同『チャレンジ辞書引き道場  はじめての辞書引きワーク』ベネッセ、2008 年。  

・同『深谷式辞書引きガイドブック』小学館、2009 年。  

・同『辞書引き学習で子どもが見る見る変わる』小学館、2013 年。  

・同『辞書引き学習が自分でできる』宝島社、2015 年。  

・同『1 年生になったら紙の辞書を与えなさい』大和書房、2020 年。  
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ける言語学習方略としての定着を目指している。 

この研究実践を踏まえ、2019 年 9 月 9 日にイギリス・ウスターシャーC 小学校の児

童に対して、同校 A 校長が JB モデルの実施に関するインタビューを行った。これを

採録した逐語記録の分析から、言語学習の意欲化と動機づけについて、JB モデル

の効果を検証する。本章では、特にこのインタビューで Year4 のイギリス人児童（I、M、

W／7-8 歳児）が述べたコメントについて考察を加えたい（表 1 参照）。なお、Year4 の

児童（Red Class）は、JB モデル導入後 1 年を経過している。なお、Red Class は

Year3・4、Blue Class は Year5・6 の児童が在籍している。 

 

表 1 イギリス・ウスターシャーC 小学校 Year4（ I、M、W／7-8 歳児）に対するインタビュー  

2019.9.9 録音  

インタビュー  日本語訳 

TEACHER: What about you? Do you like doing it  

on your own?  

STUDENT I: Yes.  Because like when you get to a 

thousand you are like, “Yes,  I did this and I did it  

all on my own.”  

TEACHER: Yes,  there is pride. You feel proud of 

what you have achieved.  

STUDENT I: Yes.  

TEACHER: Do you like doing i t by yourself?  

STUDENT M: Well, yes, because if you want to 

have alone time in your room, you can do it  by 

yourself.  

TEACHER: Yes, you can.  So, we got some good 

answers there. Do you think you will carry on 

using it this year?  

STUDENT M: Yes.  

教師：あなたはどうですか？自分で JB をするのは

好きですか？  

児童 I：はい。付箋の枚数が 1000 枚に達した時、

「はい、全て自分でしました」というように感じられ

るからです。  

教師：そうですね、誇らしいですよね。自分が達成

したことに対して誇りに感じますよね。  

児童 I：はい。  

教師：一人で JB をすることが好きですか？  

児童 M：はい。自分の部屋で、独りの時間を過ごし

たい時、自分で JB をします。  

 

教師：そうですよね。良い答えです。今年も JB をし

続けると思いますか？  

 

児童 M：はい。  

 

このインタビュー逐語記録から、JB モデルが、児童の言語学習上の自立心を促し、

自分で学習を行うことに対する自尊心を持たせることに成功していることが分かる。誰

にも頼らず、独りでできるといった自立心の形成、付箋紙が 1000 枚に到達した時点
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で児童自身が自分の学びを誇らしく思うようになったという自己肯定感の向上、自宅

の自分の部屋で自分の時間をつくって JB モデルを行うことが好きだといった独立的

学習への興味などが挙げられる。  

JB モデルは、通常の辞書指導の導入で行われる、「調べさせる活動」を封印し、

辞書を読み、既知の言葉を見つけさせ、通し番号をふった付箋に見つけた言葉を書

き込み、これを当該頁に貼り込む活動を行うことにしている。既知の言葉を探す活動

は容易であり、かつ、多くの既知の言葉を探し出せたことが、付箋の数で「見える化」

されているために、児童の自尊心を刺激し、自分の力で学びすすめているという自負

心や学習の自己所有感を養成する。このことが、自立的に学ぶことを後押し、自己

肯定感を高めているといえよう。  

言語学習では、日常的に自分の言葉と向き合い、粘り強く学ぶことが求められる。

そのため、子供の学習者としての自負心を育てることは重要であり、JB モデルはイギ

リスの小学校英語学習においても機能していることが推察される。  

 

3．言語学習の有用感・自己の学習の対象化  

本章では、イギリス・ウスターシャーC 小学校 Year6 の児童 3 名のインタビュー逐語

記録について分析し、英語を第一言語とする児童が JB モデルを用いた言語学習を

通じて獲得した有用感について検証してみたい。  

インタビュー対象者は、JB モデル導入後 2 年 6 か月の Year6（Blue Class 所属）

の児童 3 名である。彼らは Year3（Red Class）に所属していた、2017 年 3 月より JB モ

デルでの学習を始めている。2．で言及した児童たちよりも学習歴が長いという点が、

重要なファクターになると言ってよい（表 2 参照）。 

 

表 2 イギリス・ウスターシャーC 小学校児童 Year6（C,I,B／10-11 歳児）に対するインタビュー  

2019.9.9 録音  

インタビュー  日本語訳  

TEACHER: What do you think about jishobiki?  

STUDENT C: It ’s good because you’ve learned new words 

and it ’s a bi t competitive. You try and get more than 

somebody else, but  then if somebody has got more than you, 

you have to work for it as well.  

教師：JB についてどう思いますか？  

児童 C：JB で新しい単語を学べたし、ち

ょっと競争みたいで良かったです。み

んなより多くの単語を見つけようとする

けど、誰かがもっとやっていたら、自分
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TEACHER: What do you think of jishobiki,  I?  

 

STUDENT I: I think it ’s good because you might learn 

different words as you are reading or scanning through to 

find that word.  And, yes,  you do have a bit  of 

competitiveness because you ’ve got 100 more words than 

me, I want to be better so I’ll try and get 200 more words 

than you.  

 

 

TEACHER: Okay. What about you, B?  

STUDENT B: It ’s a nice quiet thing to sit and do.  

 

TEACHER: Do you think it was addictive?  

STUDENT B: Yes.  Because,  say if you get 50 words, then 

you feel I’ll do a lit t le bit more because you don ’t want to 

stop because it ’s addictive. 

も頑張らないとだめだから。  

教師：  I さんは JB についてどう思います

か？  

児童 I：いいと思います。知っている言葉

を見つけるために読んだり、目を通し

たりすることで、様々な言葉を学べる

から。そして、確かに、あなたは私より

も 100 語多いので、ちょっとすごいで

す。私はもっとたくさん集めたいので、

200 語以上多 くなることを目指 しま

す。  

教師：わかりました。B さんはどう？  

児童 B：静かに座ってやるにはぴったり

です。  

教師：夢中になりましたか？  

児童 B：はい。たとえば、もし 50 語学ん

だら、もうちょっとやりたいと感じるんで

す。夢中になって止まらなくなって。  

 

この逐語記録から、JB モデル導入後 2 年 6 か月を経た Year6 の児童らは、JB に

より、多くの語を獲得しようとする意欲と競争心を持つようになったことが分かる。JB モ

デルの習得により、辞書を読んだり、眺めたりすることが習慣化され、様々な単語を学

ぶ機会を持つことができていることを自覚している。自分の学習を対象化することがで

きている点は、学習に対してメタレベルの認識が芽ばえていることを示しているという

意味で、極めて重要である。C 小学校では、第一言語での取り組みに限られている

が、この学習方略を第二言語の学習に応用するまでには、それほど大きなステップは

必要ないようにも考えられる。また、外面的には平穏の中で学習するとはいえ、内面

的にはアクティブに学習していることが分かる。Year6 の児童らは、JB モデルを直接

採りいれた授業から離れて 1 年が経過していたが、少なくともインタビューを受けた 3

名の児童に関しては、自分から辞書を手に取るという主体的に辞書を活用する習慣

は失われていなかった。 
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4．スペリングと語根（root word）への着目（語の構成要素への気づき）  

本章では、引き続き Year6 の児童（C,I,B／10-11 歳児）に対するインタビューから、

「スペリングと語根（root word）への着目」に関する分析と考察を行う。  

 

表 3 イギリス・ウスターシャーC 小学校児童 Year6（C,I,B／10-11 歳児）に対するインタビュー  

 2019.9.9 録音  

インタビュー  日本語訳 

TEACHER: How has i t helped you with spelling?  

 

STUDENT C: It has helped me with spelling because you 

read the word on the page and then you will look through 

the vocabulary as well and you will see what that word 

meant and i t will tell you a bit  about it .  

And then you will see it  might  have a part of the word in it , 

say some word, you will see i t  has part of the word in it , 

you will read it and you will know that part of the word, but  

then i t has another part joined on to i t.  

 

 

TEACHER: Okay, so like a root word, you’re seeing the 

root word, and that  helps you with the spelling, does it?  

 

STUDENT C: Yes.  

教師：JB は、どのように語のスペリングの

習得に役立ちましたか？  

児童 C：JB はスペリングを身につける際

に役立ちました。ページにある語を音

読し、意味などを調べ、理解する際、

辞書が教えてくれますから。  

そして、調べた語の中に、別の語の一

部分を含んでいるかもしれないというこ

とに気づきます。その語を発音して、そ

の中にさらに別の語の一部を見つけま

す。そして、それが他のものと結びつい

ていることを知るでしょう。  

教師：わかりました。ルートワード（語根）

がスペリングを身につける助けになると

いうことに気づいたのですね。  

児童 C：はい。  

 

この逐語記録から、JB モデルが、児童のスペリング能力向上にどのような働きを果

たし、JB が英単語学習において手がかりとなる語根（root word）を見つけ出す機能を

果たしていたことが分かる。  

2019 年 3 月 7 日に同校で JB モデルを活用した英語指導を RedClass において 2

年間担当している S 教諭のインタビュー記録にも、語根（root word）について言及さ

れている箇所がある。 
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表 4 イギリス・ウスターシャーC 小学校英語科 S 教諭に対するインタビュー  

C 校英語担当 S 教諭、2019.3.7 録音  

インタビュー  日本語訳 

FUKAYA: Thank you for your contribution to my research 

and jishobiki .  What is your impression of jishobiki  for two 

years?  

S: For two years. So in my class jishobiki  has changed. We 

used to just  use jishobiki  as a lesson where the children 

would become familiar with using the dict ionary through 

jishobiki ,  so it would encourage them to look for 

vocabulary, to search through, to use alphabetical order.  

 

Now, we use it more for improving their vocabulary so that  

they are looking for words perhaps that  they don ’t know 

or root words so that  they can make more words by adding 

prefixes and suffixes. We are using it for reading, so that  

they sit with a dictionary when they come across some 

unfamiliar words in their reading.  

 

 

 

Particularly the children who have a higher reading age in 

our class, they will independently use their dictionary 

rather than ask a teacher, which is the normal response of 

most  children in year 3 and year 4, they go for the easy 

option.  And jishobiki  helps those children to take 

ownership of that  learning, finding out for themselves.  

深谷：  2 年間 JB モデルを実践された印

象を教えてください。  

 

S:この 2 年間で、私のクラスでの JB は変

わりました。以前は、もっぱら辞書に親し

む授業のために JB モデルを使っていま

した。子供たちには、アルファベット順の

辞書を使い、語を探し、辞書の内容を

読むようにすすめていました。  

今では、子供たちの語彙力を向上させ

るために JB を利用することが増えまし

た。未知語を引いたり、語根の意味を

調べ、それに接頭辞や接尾辞を付加

したりすることでより多くの語を作ること

ができるようになりました。リーディングの

時にもよく知らない言葉に出合ったとき

のために辞書を手元に置くようにするこ

とで JB を活用しています。  

特に私たちのクラスで読書年齢の高い

子供たちは、教師に質問するという、3・

4 年生のほとんどが普通にすることより

も先に自分で辞書を引きます。教師に

質問したほうが楽であるのにです。 JB

は子供たちが学習を自分のものとし自

分で発見することの手助けをしてくれま

す。  

 

C 小学校英語指導担当で JB モデルを導入してきた S 教諭のインタビュー逐語記

録から、児童の語彙を増やすため、語根（root word）や接頭辞、接尾辞を加えるなど
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して語彙を豊富にしていることが分かる。こうした効果を得る上で、紙媒体の辞書の

一覧性が貢献しているとも推察できる。この点は、紙の辞書を有効活用する教授法

の開発や、デジタル辞書のコンテンツを開発する上でも参考になるものと言えよう。  

また、JB モデルを導入している Year3 と Year4 の児童は、教師に問うよりも、寧ろ

辞書に尋ねていることが児童らにとって、「当たり前のこと」になっていることが分かる。

JB モデルが、明らかに言語学習における単語学習に対する意識を高めていること、

そして、JB モデルが導入されている Year3 と Year4 の英語授業から離れて 1 年経っ

た後でも、なお、児童らの英単語のスペリングや単語理解のために重要な語根（ルー

トワード）の学習に JB モデルが有用な言語学習方略として機能しつづけていることが

分かる。その背後にあるのは、学習が可視化され自分で学習をコントロールしている

という所有感を持たせることで、「やらされている」という意識が生じにくくなっている点

であると考えられる。 

 

5．研究のまとめ 

本稿では、2017 年 3 月に JB モデルを導入した、イギリス・ウスターシャーC 小学校

において、2019 年 3 月と 9 月に、それぞれ同校教師と児童から採録した JB モデル

実施に関わるインタビュー逐語記録を分析することを通じて、JB モデルの動機づけと

学習方略の有効性について考察した。  

その結果として、まず、インタビューを行うことのできた 3 名の児童の発言から、イギ

リスの小学校教育においてイギリス人児童の英単語を学ぶ意欲を促進し、辞書を使

う習慣を定着させうる可能性を JB モデルが有していることが明らかになった。日本で

の実践でもそうであるように、JB モデルに馴染めない児童もいるものの、深谷と吉川

は定期的にウスターシャーC小学校を訪問して観察を続けているが、インタビューをし

た児童の他にも JB モデルによる学習を継続している児童が確認できている。この点

に関しては、ウスターシャーC 小学校の意向もあり量的調査が実現しておらず、どれく

らいの割合が継続しているのかという点については、今後の課題と言える。しかし、導

入の指導を行って以降は現地の学校の判断で活動が継続され、成功事例も出てき

ていることから、イギリスの他の小学校でも一定の成果を出しうる見通しは立てられる

段階にあると判断できる。イギリスの他の小学校でも JB モデルの実践を依頼してきて

いるところではあるが、特にロンドンをはじめとする都市部ではカリキュラム上の余裕が

ないということで受け入れ先を見つけることが困難で、実現に至っていない事情もある。

ウスターシャーC 小学校での成功事例を示すことで実践に協力して頂ける学校を増
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やし、より多くのデータをとることも今後の課題である。  

さらに、担当教員へのインタビューから、JB モデルがスペリング能力向上等に貢献

すると共に、単語学習における語根（root word）に関する意識を高めうるという、言語

学習方略モデルとしての有用性についても確認することができた。担当教員が JB モ

デルの特徴をつかみ日々の授業に応用することで、児童の側も辞書の使い方や学

習方略について意識的になっている状況がうかがわれた。この点からは、他の学校で

導入を進める上では、担当教員に JB モデルの利点をはっきりと認識してもらい、それ

をどのように活用すればどのような成果が出うるのかを、分かりやすい形で示すことが

必要であると考えられる。  

まだ課題は残されているものの、イギリスの小学校においても、第一言語学習とし

ての英語学習における JB モデルの有用性の一端が確認されたと言えよう。今後は、

上述のようなイギリスでの実践を改良しつつ積み重ねていくことが必要になるのと同

時に、第二言語以降の学習においても第一言語の学習と同様の効果が得られるの

か、工夫すべき点は何かなどについて、教育実践活動とその成果分析を進めていく

ことが必要であると考えている。 

どの言語の学習においても、形態はさまざまではあっても何らかの辞書は使用する

ものであり、JB モデルを言語習得における言語間共通学習方略モデルとして確立す

るために、教育現場での実践とそこからのフィードバックを検討する取り組みを進めて

いく。更に、現在は初等教育段階の実践が中心であるが、より幅広い年齢層に対す

る導入実践を試みることで、JB モデルを適用することで効果が期待できる発達段階

や、それぞれの発達段階に見合った導入方法などについても明らかにしていきたい。  

 


