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１．はじめに 

 本研究の目的は、第二言語習得を促進させる要因として「学習者の振り返り」を調査

する。英語の授業を受ける生徒の振り返りが、どのように生徒の英語学習に効果をもた

らすのかについて実践研究を行うものである。また、普段の授業の中に学習ジャーナル

を取り入れることで生徒の学習方略に対する意識を高めることが可能か検証する。英語

が苦手な生徒を観察してみると、ノートをまとめていない、わからないところがどこか

がわかっていない、わからないところを解決する方法を知らないなど、学習方略に関す

る問題を持っている場合が多い。管見では、学習方略を身につけていない生徒は学習に

対する不安が高まり、その結果として、学習に集中できなかったり、学習することから

目を背けたりし、学習に忍耐強く取り組むことができないようである。よって、自分の

学習の仕方や、学習状況に気付き、学習方略に対する意識を高め、改善をするための手

段として、学習ジャーナルを用いる。学習ジャーナルを記すことで、生徒は自分の学習

状況を振り返ることができ、改善への足がかりになることが期待できる。また、教師は

学習ジャーナルを見ることで、生徒一人一人の状況を把握し、適切なアドバイスや、授

業においてもそれらを活かし、生徒と接することができると考えられる。さらに、学習

ジャーナルを通して、学習方略に問題を持っている生徒や、学習内容を理解できないこ

とで不安を持っている生徒をケアすることができるという利点もある。 

 今回の研究では、授業による振り返りについては、特に、自己効力感とメタ認知に焦

点を置き、生徒が効率的に学習できる態度を育てることを目的としている。生徒の学習

の振り返りを考察する手段として、学習ジャーナルを用いる。学習ジャーナルは、生徒
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の振り返りをまとめた日記であり、授業に対する生徒の感想や理解度、学習状況全般に

ついて書いてもらった。本研究ではこの質的データについて、M-GTA を用いて、質的

分析を行った。 

 

２．先行研究 

２．１ 学習ジャーナル 

学習ジャーナルは、ある一定の期間に生徒が自身の学びについて記録をしていくもの

である。Moon (2010)は、学習ジャーナルは現在起こっている問題点について、長期的

にどのように変化していくかについて焦点を当てるものであると述べ、学習過程、学習

結果から学ぶことを促進するものであるとしている。よって、学習ジャーナルの利点は、

生徒が自身の学習についてどのように捉えているのかを考える機会を与え、教師もそれ

らの状況を観察することができる点である。また、学習者は自身の目標設定や、現在用

いている学習方略の効果についてモニターすることができる。このように学習者自身が、

自らの学習を意識することで、メタ認知を高めることが可能になる。さらに、学習者の

目標設定や学習方略が適当で無い場合、教師は学習ジャーナルを利用し、それらを振り

返ることができる。このようなやりとりの中で、学習者のライティング方略や学習方略

に対するメタ認知が向上すると期待される。また、教師の生産的なフィードバックは生

徒の自己効力感を保ち、高める可能性を持っている。学習記録をたどる中で、教師は学

習方略だけでなく、自己効力感について意識を高めることができ、これらの活動により、

教師の足場かけの効果をより高めることが期待できる。 

 

２．２ フィードバック 
 Lee (2007)は、教師のフィードバックの本質と機能について、6つの観点から述べて

いる。最初に、フィードバックは学習者に、課題について評価できる点と、改善点を伝

える役割がある。第二に、教えること、学ぶこと、そして評価することを密接に結びつ

けることで、良い英作文とは何か、具体的な例を基に目標を示すことができる。つまり、

達成目標について教師と生徒の間に共通見解を持つことができるということである。第

三に、教師の指導と、学習者が改善すべきだと考えている点についてのギャップを埋め、

英作文の改善に役立つ。第四に、学習者がフィードバックを用いることで、自身の英作

文の改善に向けて能動的、自発的に学習することができる点である。フィードバックを

経験することで、自己評価、また、学習者同士が互いに問題解決へ向けて質問をしあう

等、学習者同士によるフィードバック活動の活性化も期待できる。第 5 に、学習者がフ

ィードバックを用いて学習をしている間、彼らは英作文能力のモチベーションや自信を

維持、または、高めることができる。最後に、フィードバックは、生徒の英作文の改善

だけでなく、生徒のできていないところを知ることで、教師の英作文教授法の向上にも

つながるということである。 

 上記のフィードバックの機能を達成するためは、生徒自身が自信を持てるようなフィ

ードバックを行う必要があるということである。生徒の自信とは、英作文の学習過程を

経ることで、「次はできそうな気がする」という期待感である自己効力感を持つことが
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重要である。また、生徒が自身の学習を客観的に分析し、改善するための方略を講じる

必要がある。その際に必要なことは自分の考えを客観的にモニターする能力、すなわち、

メタ認知の使用である。自己効力感とメタ認知の活性化をフィードバックを通して行う

ことで、上記のフィードバックの効果が最大限に発揮することができると考えられる。 

 

２．３ 自己効力感 

 自己効力感とは、学習者が自身の課題に対して達成できそうであるという期待感を表

すものである（Bandura，1977)。言い換えると、学習者の学習課題に対する期待感や自

信であると言える。 

本研究においては、学習者が自らの課題の遂行について自信を持つことで、自己効力

感は高められ、英作文のパフォーマンスはより改善することを期待している。 

フィードバックを行う上で、自己効力感を高める教師の役割として、3つの役割があ

る。最初の役割は、教師が生徒の学びに対する目標を定めるのを手助けし、生徒のパフ

ォーマンスが向上するよう励ます役割である。次に、教師は生徒の学びに対する不安を

減少させ、自己効力感を操作することができることである。最後に、教師の役割を達成

するため方略として学習ジャーナルを紹介する。教師の役割は学習者の学びをサポート

することである。Vygotsky （1962）は学習者の高次の精神機能は、大人の援助を基に成

長することを述べている。教師による助けがあることで、生徒が、より多くの問題、ま

たは困難な問題を解くことができる状況を「発達の最近接領域」と称している 

（Vygotsky，1962)。この発達の最近接領域を手掛かりとし、ブルーナー、オリバー、グ

リーンフィールド（1968）は、仲間、教師などの他者との相互関係によって上位概念へ

の到達を可能にすることを「足場かけ」（scaffolding）と呼んだ。学習者のパフォーマン

スを最大限に高めるために、本研究では、学習者の自己効力感を促すよう、上記のよう

な役割を意識しながら、フィードバックを行っていく必要がある。 

はじめに、教師が学習者の目標を設定する助けになることが、自己効力感の向上につ

ながることについて言及する。教師は学習者の目標設定のために適切なモデルを示すこ

とで、学習者をサポートすることができる。最終目標のみを定めることだけでは、生徒

の学習における意欲を高めることは容易ではない。教師は生徒の最終目標を達成するた

めの情報や方略を提示することができる。このような活動についても足場かけと言える。

Bandura and Schunk （1981）によると、生徒が目標を設定するとき、より具体的な目標

を設定する方が学習者のパフォーマンスが向上するとしている。また、Bandura and 
Schunk （1981)は小さく分割された目標に焦点をあてることが効果的であると提案して

いる。段階を踏んだ小さな目標を設定することにより、学習者は学習の結果を比較的早

く、継続的に把握することができる。そして、これらの目標設定は学習者の目標に対す

る動機や自己効力感を高めるのにつながる。その結果、生徒は最終目標を達成するため

の継続した学習をすることが可能になる。したがって、学習者がどのような目標を立て

るのかについての決定を助けることは、学習者の自己効力感を高めると考えられる。 

 第二に、教師による学習者の自己効力感を高めるための援助について述べる。生徒が

学習に対して、大きな不安を感じているとき、教師は、授業を通して学習不安を和らげ
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ることができ、さらに、学習状況を励ましながら、自己効力感や学習方略を向上させる

ためのアドバイスをすることができる。よって、教師の行動や態度、言葉は自己効力感

に大きな影響を与える可能性がある。Pajares (2003) は、学習者が目標を達成するため

の方略を行う際に、学習を仲介する周囲の大人が学習者の自己効力感に大きな影響を与

えるとしている。言い換えれば、教師は学習者の自己効力感を減じたり、向上させたり

するのに、直接的な影響を与えるということである。例えば、学習者にとって、挑戦し

がいのあるタスク (challenging task)は意義深い活動である(Pajares，2003)。よって、学

習者の学習能力そのものを向上させることだけに焦点を当てるだけでなく、自己効力感

のような内面的な能力にも注目をすることが効果的な指導法であると考えられる。教師

の行動は日常的に学習者の自己効力感を向上させるのに大きな役割を果たしていると

言える。 

 

２．４ メタ認知 

 メタ認知とは、学習者が特定の知識や技術を習得するための要素の一つである。メタ

認知はよく”knowing about knowing”と説明される(Brown，1987)。すなわち、認知につい

ての認知ということである。メタ認知を働かせた学習者が何かを学ぶとき、学習のプロ

セスは学習者自身によって、客観的にモニター（観察）されている状態にある。例えば、

学習者自身がこれまでの学習過程の中で、何を習得し、何を習得していないのかについ

て意識したり、学習状況をより良く改善するためには、どのような学習方略を用いるべ

きなのかを意識したりする状態である。メタ認知によるモニタリングの能力を用いるこ

とで、学習者の学習について客観的に、学習方略を操作、調整することができる。それ

らの過程を経て、生徒の学習に対するパフォーマンスが改善されると考えられる。 

 Flavell (1987) はメタ認知のための知識 (metacognitive knowledge) を 3つのカテゴリ

ーに分類している。1つ目は自己認知の特性についての知識であるが、この知識を用い

ることで、学習者は、何が簡単にできて、何をすることに困難を感じるのか、また、何

ができないのかを把握することができる。さらに自分と他人の技術や知識を比較させ、

自分自身の能力について確認を行うことができる。2つ目は、課題に対する知識である。

学習者は、課題に対する知識を持つことで、与えられた課題が容易に達成可能なのか、

または、達成が困難であるかを意識することができる。最後に方略についての知識であ

る。この知識を用いる学習者は、ある特定の分野を学習する際、どのような学習方略を

用い、どのようにそれを利用するのか、また、なぜその方略が効果的なのかについて考

えることができる。 

学習者は、自身の学習について学習過程を観察し、学習方略を調整、改善していく必

要がある。本研究ではメタ認知について学習ジャーナルを用いることで、生徒に自身の

学習についてモニターさせ、フィードバックによって生徒のメタ認知の使用を促進する

ことを目的とする。 

 発達の最近接領域の考え方から(Vygotsky，1962)、未発達の児童、生徒は、他の人間

と自分自身を比較し、その違いに気づくことで、メタ認知を働かせることが可能である

と予測できる。このように、他者からの援助を経て、学習者は自己をモニターし、調整
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することができるようになると考えられる。生徒は周囲の教師とコミュニケーションを

取る中で、言語を発達させることが可能である。この他者からの援助を活かし、受容す

ることが、学習者にとっての足場かけの始まりとなると考えられる。他者からの援助を

経て、他者の力を借りながら、足場かけを構築し、メタ認知をより効果的に使用するこ

とが可能になると推測される。 

 

３ 研究方法 

３．１ 参加者 

 日本国内で英語を学習する普通科、文系に所属する高校 1 年生 1 クラスの 38 名（男

子 21 名、女子 17 名）である。本研究は 2014 年の 4 月から 2015 年の 1月までの 10 ヶ

月間に行った。 

 

３．２ 倫理的配慮 

 参加生徒には本研究の目的、実践の計画、期間を伝え、情報使用内容として、実施

期間における学習ジャーナルを用いることを伝えた。また、収集したデータは本研究

に直接かかわる目的以外には使用しないこと、研究成果を論文としてまとめる場合に

は、被験者すべて匿名（記号表記）とすることについて説明を行い、了解を得た上で

実践を開始した。 

 

３．３ データの収集 

生徒には、学習ジャーナルとして、B４のノートを 3分の 1にカットした、小さなノ

ートを配布し、そのノートに毎回授業前に教師が書く目標と、授業で学んだ文法を用い

た英作文（ウォームアップ）、そして、授業後に授業の振り返りの 3 つのことについて

書くよう指導を行った。実践期間の 4 月から 1 月までの 10 ヶ月間、毎回の授業で、授

業前に、学習ジャーナルに教師側が示す目標を、そして、授業後に授業目標を達成でき

たかについて振り返りを書くよう指示をした。また、定期テストの後にも、テストにつ

いての振り返りを書くよう指示をした。毎回の振り返りは 1行～2行程度のものである

が、実践の最後には、一人、2冊程度の学習ジャーナルを書いていた。 

学習ジャーナルを使用するメリットとして、生徒に目標を示すことで、今回の授業で

何を達成するべきかを明らかにし、教師と生徒で共通認識を図ることができる。また、

学習ジャーナルでは、授業で学んだ文法をアウトプットするために、英作文を書く場面

でも利用する。これにより学習ジャーナルを確認しながら、生徒の学習内容に対する理

解度や理解した内容を実際にアウトプットできるかどうかについても把握することが

できる。最後に授業の目標に対する反省を書いてもらうが、反省を書く際は、できるだ

け前向きな文言になるようアドバイスを行った。例えば、「今日は～ができるようにな

った。」「～ができなかったので次は～できるようにしたい。」などである。学習ジャー

ナルは机の横にかけ、授業の前後で確認しやすいようにしておき、週１回金曜日に教師

が回収し、確認、フィードバックを行った。フィードバックにおいては、ライティング

の添削、そして、生徒の学習に対し、励ましのコメントを付した。詳細な授業展開につ
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いては、付録に学習ジャーナルを用いた授業の指導案を添付する。 

 また、事前と事後調査に、生徒が自身の学習についてどのように感じているかアンケ

ート調査を行った。これは、現場の職員が生徒の学習状況について知りたい内容をまと

め、アンケートとしてまとめたものである。学習ジャーナルが実際に生徒の学習状況に

どのような変化を与えたかについても参考にした。アンケート結果については、考察に

おいて言及する。 

 

４ 分析方法 

本研究では GTMA（Grounded Text Mining Approach）を用いて分析を行った。GTMA
とは質的調査である GTA（Grounded Theory Approach）と量的調査であるテキストマイ

ニングの両方を用いて行う新たな質的調査の枠組みと言える。GTMA は稲葉・抱井（2011）

のがん告知の可否をめぐるフォーカスグループでの議論の分析によって実践が行われ

ている。稲葉・抱井（2011）の研究実践を先行研究とし、本研究の質的調査の実践を行

った。GTMA では下記の図 1 の通り、4つのステップを踏む一連のサイクルにより分析

を行う。 

 

 

図１ GTMA のプロセス（稲葉・抱井,2011） 

 

 今回の研究では、GTA については木下の M-GTA（木下，1999）を用い、コンピュー

タによるテキストマイニングアプローチでは、KH-Coder（樋口，2004）を参考にした。 

 

４．１ GTA における恣意性の回避と妥当性の検証について 

 今回の実践では、GTA がより、生徒の考えに沿ったものであるという妥当性を持た

せ、恣意的な分析を極力避けるために、構造構成主義(西條，2007)を意識しながら分析

を行った。また、本研究の妥当性を検証するために、研究の実践後に、再コーディング
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を行った。 

 

４．１．１ 構造構成主義 

構造構成主義とは、メタ理論をさらにメタレベルから基礎づけるものである(西條, 

2007)。構造構成主義を用いることは実践研究者が GTA を行う際に、現象を適切に捉え

る上で気を付けなければならない点を踏まえている。本研究では構造構成主義の中核と

なる関心相関性について述べる。関心相関性とは、あらゆる存在や意味や価値はそれ自

体独立自存することは原理的にあり得ず、我々の身体や欲望や関心といったものと相関

的に立ち表れてくるとする原理である(西條，2005)。ある現象を分析する際に、分析者

は自身の関心相関性に基づき、メタ的に、分析方法や分析の背後にある理論を選択し、

データを処理するというものである。これは GTA において、分析者が自身の関心相関

性について選択することである。自身の関心相関性を選択するということは、分析者が

持つ知識や経験を活かし、分析対象に対し、何が一番適切な分析方法であるか、また、

分析のための理論であるかについて選択するということである。本研究の分析の際は、

生徒の学習ジャーナルを関心相関性と合わせて捉えながら、実践研究者の恣意的な判断

にならないよう、適切な分析をするよう心掛けた。 

 

４．１．２ 再コーディング 

再コーディングとは、内部的な妥当性の向上のために、GTA におけるコーディングに

ついて、ある一定の時間をおいた後にコーディングを行うものである。対象は、GTA に

用いた質的データの 10%程度であり、プロパティ、ディメンションのデータの小さな単

位から再度吟味した上でコーディングを行い、研究目的と差異が無いかどうか検証を行

った。今回の再コーディングでは、同じ学年を持つ他の英語教員に再コーディングを依

頼した。 

 

５ 分析と考察 

５．１ M-GTA による質的データの分析 

 M-GTA とは Modified Grounded Theory Approach の略であり、修正版 GTA である（木

下、1999）。GTA はもともと Glaser and Strauss (1967)によって考案された、質的データ

の分析方法である。GTA では通常、切片化した質的データを分析していくが、M-GTA
では、質的データを切片化しないことが大きな特徴であるといえる。物事の現象に対し

て、分析者がよりデータに密着でき、適切な分析を行うことが可能である。今回、生徒

の学習ジャーナルの記述を分析データとして集約した。表 1 は、本研究で行った。M-
GTA の実践例である。 
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表１ M-GTA による実践例(Ａ君の例) 

 

バリエーション 定義 概念名 カテゴリー 理論的メモ
・自動詞、他動詞の違いが少しわからなかった。
・容詞と副詞の違いがあまりわからなかった。
・使役、知覚などの違いがわからなかった。
・知覚動詞などの使い分けがあまりできなかった。
・まだseemの使い方がわからないところがあった。
・動名詞の使いわけができなかった。
・現在分詞と過去分詞の使い分けができなかった。
・SVとOの見分けがつなかいことがあった。
・why, whichの使い分けができなかった。
・理解できないところもあった。

内省をすることで、自分が理解できていない文法を確認す
る。

理解できなかった学習内容
の把握

・覚えることが多すぎてわからなかった。
・覚えることが多すぎてあまり理解できなかった。
・タイムラインがなかなか書けなかった。

内省をすることで、達成できていない学習方略や学習状況
を確認する。

達成できていない学習方略
の把握

・第2文型がわかったので次は活用できるようにしたい。
・make OCなどが重要だと思うのでしっかり覚えて復習したい。
・まだ、副詞節の内容がわからないところがあるので、しっかり覚えたい。
・名詞節と副詞節の違いがわからなかったので、しっかり覚えたい。
・名詞節が少しわかったけど、副詞節との違いがまだあいまいなのでしっかりしたい。
・今回授業でやった分詞の問題が多くできていなかったので、しっかり分詞について理解したい。
・訳もできるようになっていきたい。
・コミュ英では、自分の弱点がリスニングであることが学べる良い機会となった。
・発音や文法を間違えたところがあったので、これからはこの3点に力を入れたい。

内省をすることで、次回へ向けて学ぶべき、または改善す
べき、文法項目を認識する姿勢。

学ぶべき文法項目の把握

・次は早くノートにメモしたい。
・範囲内にある問題を何度も解き、分からないところを分かるようにする。
・しっかり勉強をしたのでそれは結果に残ったけど、残り3点は勉強すればとれていたという気がする。ま
だまだ勉強時間が足りていないので、もっと増やしたい。
・MY WAYの問題はすべてできるようにし、少し理解していないVision Questのワークブックの問題は何度
も復習して全て解けるようにして2つのテストで90点以上取る。
・わからないところが多いと思うので、とれる問題を確実に解いて、点をできるだけ多くとる。
・今回は出る範囲を3週間前から勉強していたので、ワークブックの部分は満点にして80点以上とりたい。
・次は計画的に勉強をして、スペルミスを無くしたい。
・範囲分は勉強をしておけば80点は取れると思うので、後は実力部分で自分のできることを精いっぱい
やりたいと思います。
・範囲分が今まで勉強していたところが出たのに、とけなかったので、もっとしっかり勉強したい。
・英表のワークブックは今までしっかり勉強してきているので、あとは三連休を使って、完璧にできるよう
にする。
・目標90以上。
・コミュ英は長文の内容をしっかり理解し、どこを聞かれても答えられるようにする。
・まだ完全に理解できたわけではないので、じっくり復習したい。
・英表は今まで教科書、ワークブックをしっかりしてきているので、テスト前までに完璧にする。
・コミュ英は教科書の内容を理解して、対策プリントを全てできるようにする。
・最後なので、今までの最高店を取れるよう最善を尽くす。
・今回学んだことをこれからのテストで活かせるようにしたい。
・小さなミスをせず、このテストで自分の実力が伸びるようにする。

内省することで学習方略や学習状況についての改善項目
や改善方法を認識する姿勢。

改善すべき学習方略の把握

・ワークブックの部分を勉強していなくて、勉強していればわかったと思った。もう少し勉強していれば100
点はとれたと思う。
・コミュ英は97点取れていて良かったと思うけど、リスニングや凡ミスを無くせば100点とれたと思います。
・英表では大まかに理解していたつもりだったけど、見直しが足りないと思うのでしっかり見直しをしたい。 学習方略について内省し、後悔する場面。 過去の学習に対する後悔

過去の学習に対する不安や
後悔

過去の学習に対して～して
おけばよかったという後悔や
できないことへの不安を
ジャーナルで表現している。

・第3、4文型をおぼえられるようになった。
・become, lookなどSがVになるものをしっかり覚えられた。
・O=Cの関係が理解できた。
・文型の復習や自動詞、他動詞の違いを理解できた。
・be going to とwillの使い分けができた。
・beforeも節を作ることがわかった。
・名詞、形容詞的用法を理解した。中学の復習もかねていたのでよかった。
・名、副、形の使い分けができるようになった。
・seem toの使い方を覚えることができた。
・文章中で分からない単語がわかって知識が増やせた。
・分詞の使い方を理解できた。
・動名詞の使い方がわかるようになってきた。
・分詞の使い方が理解できた。
・重要単語を理解できた。
・わからない単語がわかるようになった。
・単語1つ1つを理解できた。
・Lesson 8の内容がだんだんわかってきた。
・比較、最上級の文を作ることができた。
・英表では目標の90点を越え、99点という過去最高点をとることができて非常に満足している。
・比較級の使い分けができた。
・完了形の過去がわかるようになった。
・だいたいわかってくるようになった。
・セサミストリートの内容がわかった。
・SVOCはほぼできる。

内省をすることで、自分が学んだ学習内容（文法など）を確
認し、自己効力感が高まっている状況。

理解した学習内容の把握と
自己効力感の向上

・わからないところの復習ができた。
・教科書の内容がわかったので、問題もスラスラ解けた。
・テスト勉強としておおまかな復習ができた。
・Lesson 5のおおまかな内容を理解できた。自分で英作文を作ることができた。
・両方とも90点以上とれていると思ったので、もっとできると思った。
・あまり覚えていなかったので、暗記はできなかったけど、声の大きさや発音は意識してできた。
・しっかり理解し、活用できた。
・わからないところも解説で理解できた。
・自分で訳ができた。
・わからないところがわかった。
・2つの使い分けができ、活用することができた。
・上手く使えることができた。

内省をすることで、自分が達成できた学習方略や学習状況
を確認し、自己効力感が高まっている状況。

学習方略の達成と自己効力
感の向上

個人の目標の設定

達成できていない部分の把
握

理解した学習内容の把握と
自己効力感の向上

達成できていないことに対す
る事実をジャーナルの中で表

現している。

～したいという達成したいこ
とを目標としてジャーナルの

中で表現している。

達成できたことで自己効力感
の向上をジャーナルの中で

表している。



21 
学習ジャーナルによる英語授業の振り返りの検証 自己効力感・メタ認知の観点から 

 このジャーナルを書いたＡ君は、決して英語ができない生徒ではないが、自分の英語

能力や英語学習について自信が持てず、学習に対して不安を持ちやすい性格である。努

力家であり、学習を理解できなかったり、テストにおいて結果が出なかったりする場合、

人一倍落ち込む生徒であった。実践研究者の期待として、ジャーナルによる振り返りに

より、分からない部分を整理すること、そして、自分ができることを実感させること、

つまり、自己効力感の向上を目的に、学習ジャーナルを通したフィードバックの指導を

始めた。 

Ａ君のジャーナルでは、まず、メタ認知の改善について見られた。Ａ君は授業中で扱

った具体的な英文法について毎回振り返りを行っており、分からない部分について確認

をする習慣を身に着けている。例えば、「自動詞、他動詞の違いが少しわからなかった。」、

「make OC などが重要だと思うので、しっかり復習したい。」など、自分の疑問点や重

要であると思う点において振り返りができていた。これらの振り返りの中では、自分が

理解できていない点において、自分の意識を確認する作業が行われており、メタ認知が

使用されている。また、「次は早くノートを取りたい。」「小さなミスをせず、このテス

トで自分の実力が伸びるようにする。」など、学習の際、または、問題を解く際に気を

付けるべき点について、自分が意識する点についての振り返りが見られた。この点にお

いては、メタ認知について改善が観察できた。 

 次に自己効力感についての記述であるが、学習に対して、できないことができるよう

になるという点で、達成感、満足感を持つことができるようになり、自己効力感の向上

につながっている場面が見受けられた。例えば、「第 3、4文型を覚えられるようになっ

た。」や「英表では目標の 90 点を越え、99 点という過去最高点をとることができて非

常に満足している。」では、次の学習へ向けて、生徒が自己効力感を高めていることが

確認できた。 

学習ジャーナルでの目標の確認、そして、振り返りをすることで、生徒はメタ認知を

積極的に働かせ、自身の学習の理解度について学習ジャーナルに記録をしていた。生徒

が、目標を達成した際は、できたことに対する評価も学習ジャーナルに記しており、少

しずつ自己効力感を高めている姿が見られた。また、自己効力感が高まることで、次回

への目標設定についても積極的に学習ジャーナルに表現していた。 

図 2 は、M-GTA の分析を基に作成したストーリーラインである。生徒は教師による

目標の提示をスタートとし、授業で目標達成のための学習を意識した。授業後に、学習

ジャーナルによる振り返りを行い、授業での理解度の確認を行い、達成で来ていない部

分の把握し、理解できたことへの達成感を持つ様子が観察できた。達成できていない部

分に関しては、次の目標設定に生かされ、それらの目標が達成できない場合は、できな

いことを不安に思ったり、意図的に目標達成のための努力をせず、やらなかったことへ

の後悔をしたりする姿が見られた。これらの不安や後悔について、教師がフィードバッ

クの中でアドバイスを行うことで、理解することができ、自己効力感が向上する様子が

観察できた。ジャーナルによる振り返りでは、ほぼすべての振り返りの段階において、

メタ認知の向上が見られ、生徒が学習の仕方を改善する様子が確認できた。 
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図２ M-GTA によるストーリーライン 

 

５．２ 再コーディング 

M-GTA のコーディングについて、同じ学年を持つ同僚 2 名に再コーディングの依頼

をした。まず、M-GTA を簡単に説明したうえで、その方法について理解をしてもらっ

た。再コーディングでは、本研究の GTA 全体の約 10%を実際に再コーディングしても

らった。その結果、M-GTA のオリジナルのコーディングについて理解できるものであ

るという結果であった。 

 

５．３ コンピュータによるテキストマイニンフアプローチ 

 コンピュータソフト KH-Coder を用いたテキストマイニングでは、参加者全員の学習

ジャーナルの文言をデータとして扱い、どのような単語がよく使用されているか、また、

使用されている単語の結びつきについて調査を行った。表 2は、使用回数順にどのよう

な単語が使用されていたかについての表である。 
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表２ テキストマイニングによる抽出語の出現回数 

 

 抽出語では、「理解」というキーワードが多く使用されていることがわかる。これは、

理解に関する文言が学習ジャーナルに多く書き記されていたことを意味するが、「理解

できた」または、「理解できなかった」と学習ジャーナルに記すことで、生徒がどの部

分を理解し、どの部分を理解していなかったのかについて、メタ認知を働かせながら学

習ジャーナルを書いている様子が見て取れた。学習ジャーナルの中の文言では「昨日よ

りは理解できた。」「しっかりと理解して解けた。」「副詞節をもっと理解したい。」など

のように、学習ジャーナルの中で、生徒が自分の理解についてモニターしながら、メタ

認知を高めている様子が観察できた。また、2番目に多い「復習」という文言であるが、

授業で学習した内容について「家で復習しよう。」「復習する必要がある。」など、生徒

は、理解を深めるために、どのように学習していくべきか、具体的な学習方略を示して

いた。この点においても生徒がメタ認知を働かせている様子が観察できた。 

 また、学習ジャーナルの「頑張る」、「解ける」、「取れる」の特徴語から、生徒の自己

効力感の向上と結びつくような文言も確認できた。これは、「次回の授業でさらに頑張

る。」や「解けるようになった。」、「テストでもよい点が取れる気がする。」などで使用

され、学習者が自己効力感を高めながら、学習内容に粘り強く取り組む姿を観察するこ

とができた。 

抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数
理解 485 取る 65 他動詞 43 ワークブック 27 習う 18 時間 14
復習 306 目標 65 今回 42 完璧 27 全然 17 新しい 14
英 290 英文 64 ミス 41 苦手 27 代名詞 17 平均 14
テスト 197 文 60 集中 41 作る 27 発表 17 ページ 13
少し 192 実力 59 読む 41 読める 27 表 17 悪い 13
覚える 185 不定 59 自動詞 40 出る 26 プリント 16 練習 13
思う 180 範囲 57 スラッシュ 39 文法 26 リスニング 16 ノート 12
難しい 163 分詞 57 動 38 書く 25 慣れる 16 活用 12
勉強 159 副詞 54 違い 37 もう少し 24 結果 16 簡単 12
問題 149 たくさん 53 間違える 37 問 24 見る 16 緊張 12
今日 132 形 52 比較 37 用法 24 使い分け 16 現在 12
単語 123 未来 50 目指す 37 スラスラ 23 前置詞 16 作文 12
頑張る 119 教科書 48 多い 36 越える 21 全て 16 節 12
解く 96 良い 48 完了 33 今 21 宅 16 達成 12
文型 96 意味 46 関係 33 いろいろ 20 学ぶ 15 発音 12
解ける 89 気 46 最後 33 期末 20 最上級 15 満点 12
点数 80 内容 46 部分 33 向ける 20 進 15 訳す 12
詞 79 表現 46 仮定 32 知覚 20 調べる 15 もう一度 11
付ける 76 家 45 見分ける 32 点 20 入る 15 仕方 11
名詞 76 区別 45 書ける 32 使役 19 入れる 15 時制 11
訳 74 使う 45 前 32 足りる 19 並べる 15 受ける 11
取れる 73 忘れる 45 英語 29 間違う 18 模 15 受動態 11
次 71 授業 44 考える 29 結構 18 タイム 14 全部 11
自分 71 動詞 44 使い方 29 見直し 18 ライン 14 対策 11
長文 67 過去 43 意識 28 昨日 18 間違い 14 大変 11
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図２ テキストマイニングによる特徴語の結びつき 

 

 図 2 は特徴語の結びつきについてである。「目標」、「集中」、「理解」、「復習」など、

学習方略として必要な文言が密接に結びついている様子が確認できる。また、その中で

も「分詞」や「SVOC」など、文法を表現する文言も密接に関連していることが判った。 

 また、自己効力感に関する文言を「できる」という特徴語から抽出した場合、849 の

抽出語を確認することができた。この「できる」という表現は、「できた」「できるよう

なった」など、できるに関する表現を総合的に抽出した結果である。また、メタ認知に

ついては「わかる」「理解する」「気づく」という単語を特徴語とし、987 の抽出語を確

認することができた。よって、全体のジャーナルから、生徒が自己効力感とメタ認知を

働かせながら、ジャーナルを書いていることができた。 

 

５．４ GTMA による分析 

 上記の M-GTA とコンピュータによるテキストマイニングにより、生徒が学習ジャー

ナルをどのように使用し、メタ認知や自己効力感において、どのような変化があったの

かをについて多角的に分析することができた。コンピュータによるテキストマイニング

により、被験者である全体の生徒が、メタ認知や自己効力感に関する文言を使用しなが

ら、学習を進めている様子が観察でき、また、それらの文言を実際の学習内容と結びつ

けながら、学習を進めている様子が見て取れた。また、生徒の学習ジャーナルについて、

事例研究により、M-GTA を用いて、詳細に分析することで、生徒が、学習ジャーナル

を通した教師とのやりとりの中でどのように変化しているのかについて分析をするこ

とができた。学習ジャーナルを通して、生徒は、自らの学習を振り返り、また、何が理

解できており、何が分からないかを明らかにすることで、次回の目標を立て、自らの学

習に対する理解を深めていた。また、分からないところについては、生徒が教師へ質問
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し、教師からアドバイスをすることで、学習ジャーナルが生徒の理解へ向けた足場かけ

になっている様子が観察できた。M-GTA とテキストマイニングを用いることで、より

厚い分析が可能となり、実践研究者が、質的データに対し、恣意的分析になることを回

避しながら、しっかり密着することで、より正確な現象に沿った分析を行うことができ

た。 

 

５．５ アンケート結果 

図 3、4 のグラフは、アンケートの各質問について、被験者全員の平均値を示したも

のである。アンケートは、被験者に対し、学習への意識を質問したものであり、主に学

習方略の改善について質問をしている。アンケートは学校での授業に関する質問と自宅

学習に関する質問に分かれており、それぞれ、1：全くそう思わない、2：あまりそう思

わない、3：どちらかと言えばそう思う、4：強くそう思う、の 4 件法で行った。アンケ

ートはでは、学年担当の教員が確認しておきたい学習態度について吟味した上で質問項

目を設定している。よって、ｘ軸に示した質問の中には、自己効力感やメタ認知を問う

もの、そして、学習方略や学習全般に関する質問を含んでいる（アンケートの詳細は付

録 1 を参照）。左側の項目が事前に採ったアンケートであり、右側が事後に調査をした

ものである。事前については年度当初のオリエンテーションに行い、事後については

2015 年の 1 月下旬に行った。 

 

 

 

図３ 授業に関するアンケート 
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図４ 自宅学習に関するアンケート 

 

 生徒の結果であるが、事後アンケート結果は事前アンケートの結果よりも若干悪く

なっているものもあるが、多くの質問項目において、学習ジャーナルを用いる前より

も後の方が、学習に対する意識が高まったと言える。実践研究者から生徒の授業への

取り組みを客観的に見ると、生徒の学習態度もまた、改善していると感じることが多

くあった。授業中は積極的に発言し、ペアやグループで積極的に話し合う態度が身に

ついていた。一方で、自宅学習について数値が下がってしまった原因として、部活動

や他教科との兼ね合いもあると推測する。事前のアンケートをしたのは、部活動がま

だ始まっていない、授業もオリエンテーションが中心の年度初である。よって他教科

や部活動の付加がかかる学期中では、自宅学習量が事前アンケートよりも減少したと

考えられる。しかしながら、アンケート全体を見てみると、学年末の状況としては、

学習のパフォーマンスは、改善している様子が確認できた。 

 自己効力感の質問については、特に、授業に関する質問の 2「教師や教科書などから

の問いにたいして回答解説の前に自分なりの答えを出している」、8「間違ってもいいの

で積極的に英語で表現しようとしている」、10「積極的に発言、発表しようとしている」、

また、自宅学習に関する質問の 9「授業やテストで使用してみたい英語表現を考えなが

ら学習している」により、確認を行った。全ての項目において、学習ジャーナルを用い

た後では、生徒の回答に前向きな変化が見られた。また、メタ認知に関する授業に関す

る質問では、3「教師や教科書などからの問いに対して、なぜそのような答えになるの

か理由を考え、回答や理解をしている」、4「学習内容がわからないとき、どこがわから

ないのかを明らかにしている」、そして、自宅学習に関する質問では、2「自宅学習につ

いて、学習方法や学習態度を自ら振替いる、改善しようとしている」の質問では、実践

後のアンケートの数値が高くなっていた。 
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６ 教育的示唆 

学習ジャーナルは、生徒が、日々の授業を振り返ることで、どこを理解していないの

か、また、今後どのように取り組むべきかについて書く生徒も多く、振り返りができて

いるのではないかと感じている。振り返りを行うことで、メタ認知が高まり、学習につ

いての意識が高まっている様子が確認できた。また、学習ジャーナルを通して、各授業

での目標を確認し、振り返りをすることで、授業において何を理解すべきか、また、何

を理解し、理解できていないかを確認することで、生徒一人一人がやるべきことについ

て整理をすることができていた。学習内容を整理することで、学習内容の理解にもつな

がり、その結果自己効力感も高まっていた。否定的な反省よりも、前向きな振り返りが

多く見られ、学習内容の理解度が見て取れた。また、実践研究を終えて、学習ジャーナ

ルは、授業中に発言をあまりしない生徒の把握に役立っていると強く感じた。授業で発

言しない生徒は、授業を理解しているのか、どのように感じているのか分からない場面

もあるが、ジャーナルを用いることで、生徒一人一人を把握することができフィードバ

ックをすることでコミュニケーションをとることができ、授業の改善に役立った。 
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