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はじめに

近年，加速度的に進む情報化，国際化に伴い，知識だけではなく，スキ

ルや態度といった「新しい能力」（松下 , 2010）の必要性が叫ばれている。

岩崎（2016）は，「教員が学生に一方向的に知識を伝える」教育方法では，

「高次の認知能力」や「対人関係能力」「人格特性・態度」といった，現代

社会に求められる能力を育てることは難しいと指摘している。こうした能

力の養成が重要視されるなか，アクティブ・ラーニングの導入が叫ばれる

ようになってきた（岩崎 , 2016）。

中央教育審議会（2012）は，アクティブ・ラーニングについて，次のよ

うに述べている。

教員による一方的な講義形式の教育とは異なり，学修者の能動的な学修への
参加を取り入れた教授・学習法の総称。学修者が能動的に学修することによっ
て，認知的，倫理的，社会的能力，教養，知識，経験を含めた汎用的能力の
育成を図る。発見学習，問題解決学習，体験学習，調査学習等が含まれるが，
教室内でのグループ・ディスカッション，ディベート，グループ・ワーク等
も有効なアクティブ・ラーニングの方法である。

大学教育においても，アクティブ・ラーニングを取り入れた授業の実施が

今後ますます注目されるだろう。

本書は，チーム基盤型学習（Team-Based Learning：以下 TBL）をアクティ

ブ・ラーニングの一つの形態と位置づけ，それを取り入れて大学のいわゆ

る座学科目の授業を実施し，概念理解と学習意欲に与える影響を検討する

ことを目的とするものである。筆者の専門分野は英語教育学であるため，

本書で紹介する授業の取り組みも，「第二言語習得研究」や「英語学」といっ

た科目である。しかし，専門分野が何であれ，専門知識の習得，概念の理

解を主な授業目標とする座学科目の授業には共通するところも多い。そこ
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で本書は，自分の座学科目の授業をなんとか変えたい，工夫を加えたいと

お考えの大学教員を主な読者と想定している。執筆にあたっては，英語教

育学の専門知識がなくても，お読みいただけるように心がけた。

第１章では，TBL とは何かということを，まず TBL の誕生の背景を踏

まえて説明し，基本的な実施手順について紹介した。第２章では，TBL

の効果について，国内外の先行研究を概観することによってまとめた。第

３章では，本研究の方法論的な位置づけをアクション・リサーチと定めた

うえで，アクション・リサーチの定義と実施手順に触れた。また，従来の

アクション・リサーチを，より一般的に言われている「科学的研究」にす

るための提言も行っており，これは本書の大きな特色の一つでもある。特

にせっかく工夫を凝らして授業を改善するからにはその成果をまとめ，教

育系の論文として認められる形にしたいとお考えの読者にはぜひお読みい

ただきたい。

第４章から第８章（研究１～５）は，筆者が大学教員として実際に

TBL を自身の担当科目に取り入れて，その効果を検証した研究報告であ

り，学会誌に掲載された論文を書き直したものである。実際に TBL を導

入してどのように授業を行ったのか，どのような効果があったのかという

ことを詳細に記述している。具体的にどのようにアクション・リサーチを

計画し，授業で何を行い，結果をどのように分析し，それをどのように記

述したのかということを，読者自身の授業改善や論文作成等のご参考にし

ていただければ幸いである。第９章ではまとめと今後の展望として，本書

の総括を行った。

本書は，2015 年４月に初めて大学に着任した筆者が，約４年間にわたっ

て自身の授業改善の実践をまとめたものである。内容には粗削りな点，不

十分な点も見受けられるかと思う。もしお気づきの点があれば，ぜひ忌憚

なくご意見やご批判をいただきたい。本書が少しでも大学の教育研究や実

践の発展の一助となれば，筆者として大きな喜びである。
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第1章

TBL とは何か

１．TBL誕生の背景

チーム基盤型学習（Team-Based Learning: TBL）は，1970 年代後半にオ

クラホマ大学（University of Oklahoma）ビジネススクールの教員であっ

たラリー・マイケルセン（Larry K. Michaelsen）によって開発された。学

生がチーム内でメンバーとディスカッションを行うことと，チーム同士で

ディスカッションを重ねることが中心となる学習方法である。TBL が開

発されたきっかけは，マイケルセン自身が担当していたクラスの定員が

40 名程度から 100 名を超す規模に増えたことに伴い，この人数のクラス

でもなんとか１人の教員で効果的な指導法はないかと考えたことであると

いう（五十嵐 , 2016c）。マイケルセンは，学習事項を習得するには，小グ

ループで課題に取り組む作業が効果的であると考え，大人数のクラスにグ

ループワークを導入することを思いついたのである。実際に導入してみる

と，授業前の予習が促され，学生同士のやり取りが活発になるのを目の当

たりにして，マイケルセンはグループ活動を基盤にした方法が学習の促進

に効果的であると確信するようになった（具体的な効果の検証に関する先

行研究は第２章を参照）。

マイケルセンはその後，多くの高等教育機関の Faculty Development (FD)

においてワークショップを実施し，TBL を伝えていった。その結果，医

療系の教育を中心に受け入れられ，TBL は広く採用されるようになっ
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た。医療系の分野で TBL が取り入れられていったことについて，五十嵐

（2016c）はその理由を次のように述べている。TBL には，何事にも十分

に準備して臨むこと，チームの中での責任性を持つこと，知識・態度・技

能を統合することが求められている。そして多様な職種とチームを組みな

がら患者の命に関わる仕事をしている医療のプロフェッショナルとして，

これらは必須の姿勢であり，TBL はその意識づけが可能な学習方法なの

である。

マイケルセンの研究グループはやがて，医療教育の中で役立つ書籍を作り

たいという思いから，2006 年に“ Team-Based Learning for Health Professions 

Education”を構想して 2007 年に出版した（Michaelsen, Parmelee, McMahon 

& Levine, 2007）。日本では 2009 年に高知大学医学部の瀬尾宏美監修のもと

同書が日本語に翻訳されたことをきっかけに，TBLが広く知られるようになっ

た。現在では医療系の学部を中心にTBLの導入が増加している。また近年

では，TBLの基本的な考え方や実施方法を，豊富な具体例で初心者にもわ

かりやすく紹介した良書も出版されている（五十嵐 , 2016a）。本書をきっか

けにTBLをご自身の授業に導入することをお考えの方は，ぜひ一読されるこ

とをお勧めしたい。

２．TBLの手順

実際に大学の国際教養学部国際教養学科に所属する筆者が，自身の「第

二言語習得研究」と「英語学」の授業にどのように TBL を取り入れて

いったかという個別の方法は，第４章以降で改めて説明する。ここでは，

Michaelsen and Sweet (2008)，Michaelsen, Knight, and Fink (2004)，須野ら

（2013），五十嵐（2016c）に基づき，一般的な TBL の実施手順を説明する

（表 1‒1）。

学習者５～７名のチームを作る。授業は３つの段階から構成される。第
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１段階では，あらかじめ与えられた資料を予習し，授業に向けて基礎知識

を身につける。

第２段階は予習の成果を確認するための試験を行う。試験は２つあり，

まず数問の多肢選択式の問題からなる個人テスト（individual Readiness 

Assessment Test: iRAT）に取り組む。解答が終わったら回収する。続いて

同じ問題をチームで話し合い，最終的にチームとしての答えを決定する

チームテスト（team Readiness Assessment Test: tRAT）を行う。解答が終

わったら答案を回収し，解答を確認する。教員は，正答率の低い問題や学

習者の理解が不足していると思われる部分への補足説明を加える。このと

き，自分たちの解答の中に誤りとされたものがあれば弁護するチャンス（ア

ピール）が与えられる。アピールに十分な理由があると認められれば正答

として扱う。

表 1‒1　TBL の流れ

第１段階 予習資料に基づく自己学習 
�

第２段階

iRAT （individual Readiness Assurance Test）個人テスト
予習問題から出題

�

tRAT
（team Readiness Assurance Test）チームテスト
iRAT の答え合わせをせずに，チームで同じ問題を
解答 

�
アピール 学習者からの RAT に対する意見や指摘の機会 

�
フィードバック 正答率が低い問題などへの補足の説明 

�

第３段階 応用演習問題

予習して得た知識を使って，さらに知識が深まる
ような応用問題
チーム同士でディスカッションを行う
総括として問題の意図を伝える 

（五十嵐 , 2016c をもとに作成）
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第３段階は，予習してきた知識を踏まえ，さらに知識が深まるような応

用演習問題を出題し，チームで取り組む。最後にその問題を出した意図を

伝え，総括を行う。まとめると，表 1‒1 のようになる。

３．TBLの４原則

TBL を導入するにあたっては，４つの原則（五十嵐 , 2016b）を理解す

ることが不可欠である。

3.1　原則１：自分とチームに責任を持たせる

TBL がうまく機能するためには，一人ひとりが十分に予習をしてくる

ことが必要である。そのためには，予習をしてこなければ解けないような

テスト（個人テスト：iRAT および チームテスト：tRAT）を用意すること

が大切である。また，テストの得点を成績評価の一部として組み込む。そ

の際，個人テスト（iRAT）だけでなく，チームテスト（tRAT）も成績評

価に含まれるようにする。そうすることによって自分自身だけでなく，チー

ムに対しても責任を持つようになる。

3.2　原則２：フィードバックを即座に，頻繁に与える

即時にフィードバックを与えることは学習を促すうえできわめて重要で

ある（市川 , 1995）。TBL においてはまず，チームテスト（tRAT）の際に

ディスカッションを通して学生同士でフィードバックを即座に，頻繁に得

る機会がたくさん存在する。また，チームテスト（tRAT）の回収後，解

答の正誤をすぐに提示し，教員からの補足説明を受ける。こうすることに

よって，学生はすぐに自分の理解をチェックし，修正する機会が与えられ

る。TBL には即時にフィードバックを受ける場面が頻繁にあり，学習を

促す大きなポイントとなっている。
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3.3　原則３：チーム編成と管理に注意する

チームの人数は５～７人が適当とされている。また，知識や技能が同質

なメンバーで編成したり，仲の良い学生同士を同じチームに所属させたり

するのではなく，多様な背景を持ったメンバーでチームを編成することが

大切である。チームの決め方には，名簿を使ってランダムに決める，教室

内で学生に立って並んでもらい，順番にチーム番号を言うなどの方法が考

えられるが，大事なのはチームを決めるプロセスに透明性があることであ

る。

また，チームは初回のオリエンテーション時に作り，授業の最終回まで

メンバーは同じにする。時間をかけて，チームとしての成長を促すためで

ある。

3.4　原則４：学習とチームの成長の両方を促す課題を使用する

チームで取り組む課題は，個人の学習意欲とチームワークが向上するも

のであることが重要である。まず，テストは予習の題材に基づいて作成す

る。予習の必要性を認識させるためである。

また，問題が難しすぎて学習意欲が下がってしまっても，やさしすぎて

予習しなくなってしまっても好ましくない。難易度には十分に注意を払う

必要がある。加えて，個人で解決できてしまったり，知識の記憶のみで解

答できてしまったりするような問題ではなく，チームでのディスカッショ

ンが必要になる問題であることが重要である。

４．まとめ

第１章では，まず TBL の誕生の背景，基本的な実施手順について概説

した。TBL は 1970 年代にアメリカの大学教員，ラリー・マイケルセンに

よって開発された。その後，チームで働くことが重視される医療系の学び
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と親和性が高かったため医療系の分野で受け入れられ，実践が広まって

いった。TBL は小グループを作り，授業の展開は３つの段階に分けられる。

第１段階は事前に個人で予習すること，第２段階は予習内容を個人テスト

（iRAT）とチームテスト（tRAT）で確認すること，第３段階は応用演習問

題に取り組むことである。また，実施の際に押さえておくべき４つの原則

についても触れた。第２章では，これまで TBL を授業に導入して得られ

た効果の検証を行った先行研究を概観する。
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第2章

TBL にはどのような効果があると言われているのか

TBL を取り入れた授業は，学習のどのような側面に効果があるのだろ

うか。第１章で述べたとおり，TBL は経営学や自然科学の分野で盛んに

使用され，とりわけ医療系の分野で多く取り入れられている。TBL は学

習者の内発的学習動機づけを効果的に高め，十分な学習準備と積極的な議

論への参加を促す作用を持つとされる（Thompson et al., 2007）。以下では，

TBL を授業に導入し，具体的な効果について検証を行った先行研究を見

ていきたい。

１．医療分野における国内外の先行研究

Mennenga (2013) は，看護学の授業において授業参加度を測定する質問

紙を開発し，それを用いて TBL を行った群と，通常の授業を行った群を

比較した。その結果，TBL 群の方が通常群よりも授業参加が有意に高かっ

たが，試験の結果には有意な差は見られなかった。また，授業参加と試験

の結果との相関は弱かったと報告している。

Cheng, Liou, Tsai, and Chang (2014) は，看護学の授業に TBL を導入し

た結果，授業参加度，チームに対する価値，自己指導型学習が改善した

としている。須野ら（2013）は，臨床薬学の授業において TBL を導入し，

iRAT よりも tRAT におけるテスト得点が常に高かったことから，TBL が

活発な学習を促したと述べている。また，TBL を導入した授業への満足
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度も高かったと報告している。

井上ら（2019）は，薬学部の学生に対する改変を加えた TBL の成績向

上効果を検討した。その結果，TBL 群では，チームテスト（tRAT）の得

点が個人テスト（iRAT）と比較して有意に高かった。また，TBL 群と同

一課題を自主学習する対照群との，演習期間前後の試験成績を比較した結

果，その得点向上率は TBL 群の方が有意に大きかった。さらに，アンケー

トの満足度分析の結果から各試験の難易度は同等と評価されるとともに，

因子分析の結果と試験成績から，TBL に期待している学生ほど成績が高

いことが明らかとなったと報告している。

新福・五十嵐・飯田（2014）の一連の研究は，看護学実習を終えた学生

に対して，自由記述による TBL に関する意見・感想を収集し，変容プロ

セスを質的に検討したものである。TBL 導入後の初期段階では，その学

習法に戸惑いを感じるものの，徐々に学習の充実感や復習に関するニーズ

を実感するようになり，最後にはチームで高め合う達成感を得るように変

容するプロセスが観察されている。質的な手法により学習者の精神面が変

化する様子を丁寧に検討したものであり，貴重な知見であると言える。薬

学部の有機化学の授業に TBL を導入した藤井ら（2018）も，アンケート

結果の分析からほぼ同様のプロセスを報告している。

このように，医療系の分野においては TBL を取り入れた授業の取り組

み，およびその成果の報告が蓄積され，主に学習者の情意面に対する好ま

しい効果が見いだされている。医療の現場においては，チームで仕事をす

ることが求められるため，TBL の有用性が比較的認知されやすいと思わ

れる。また，将来，チームで働くことそのものを重視するためか，概念の

理解力などよりも情意面での成長に着目した研究が多い。

それでは，必ずしもチームで働くことが求められない分野における学び

では，TBL の効果はどうだろうか。
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２．ビジネス実務分野における先行研究

所（2016）は，ビジネス実務教育の授業において，TBL を取り入れた

授業を実践し，その効果を検証した。その結果，秘書検定合格率が，TBL

の導入前の 43.9％から 97.4％へと大幅に向上したという。また，毎回の予

習量，質問や発言への意欲的な取り組みなど，主体的に学ぶ姿勢の改善が

見られたと報告している。これまで，理解度といった学力の認知面におけ

る効果の報告が少なかったことを考えると，この結果は注目に値する。所

によると，チーム討議やクラス討議が，ビジネス現場でどのように役立つ

か具体的に事例説明をしたり，教員のコメントを全チームに与え，次回に

向けての課題を出したりすることを主な柱にしたという。

３．第二言語習得研究や英語教育学分野における先行研究

第二言語習得研究や英語教育学分野での研究蓄積は多くないが，イラン

における外国語としての英語の授業に TBL を導入したものに，Hosseini 

(2014) がある。Hosseini は，チーム間で競争させる形で TBL 型授業を実

施し，協働学習型授業と比較して英語運用能力の向上効果が高かったと報

告している。

また，Samad, Husein, Rashid, and Rahman (2015) は，マレーシアの大学

における第二言語としての英語教師養成の授業に TBL を導入した。学生

たちは全体として TBL を肯定的に捉え，またそのことが最終課題である

模擬授業の質の向上につながる可能性を指摘している。

国内では，児玉ら（2015）が薬学英語の授業で TBL を取り入れて実施し，

TBL は学習意欲を向上させる促進効果は期待できるが，その効果は対人

関係に影響を受けやすいと述べている。
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４．TBLの効果に関する先行研究のまとめと本書が取り組む問題

以上をまとめると，TBL を導入することの効果について次の３点が言

える。第１に，チームや授業そのものへの参加意欲が高まる。第２に，そ

のプロセスは初期に戸惑いなどから一時後退するが，後に上昇し最終的に

は高水準に達する可能性がある。第３に，理解度などの学力の認知面に対

しても効果がある場合がある。

本書が扱う「第二言語習得」や「英語学」などでは，教員が学生に一方

向的に知識を伝える教育方法を採用しがちである。概念理解を中心とした

そうした科目においても，TBL を導入して授業を改善することはできな

いだろうか。この問題を検討することが本書の研究目的である。早速，具

体的な実践および研究結果の報告に移りたいところではあるが，その前に

次章では，本書が研究の方法論として採用したアクション・リサーチにつ

いて解説を加えたい。
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第3章

アクション・リサーチとは何か

この章では，アクション・リサーチとして行われた次章以降で紹介する

研究がどのような立場に基づいて行われ，どのような特徴を持つものなの

かということについて説明する。まず，アクション・リサーチとは何か，

歴史的な経緯を紹介したうえで本書における定義を示す。続いて，本書に

おけるアクション・リサーチの工夫について述べる。

１．本書におけるアクション・リサーチの定義

「アクション・リサーチ」という言葉を聞くと，どのようなイメージを

持たれるだろうか。「リサーチ」という言葉が含まれているから研究手法

の一つだろうということは想像されたと思う。それでは「アクション」と

はどういうことだろうか？　行動して研究をするのか？　研究をして行動

をするのか？　何らかの行動を取り入れた研究か？　はたまた行動を起こ

させるための研究か？

アクション・リサーチという言葉を最初に用いたのは，1940 年代に活

躍したアメリカの社会学者，Kurt Lewin であった（Lewin, 1951）。彼は，

社会に関する問題の研究は，その問題に直接かかわる当事者の問題意識を

起点にして行われ，その成果は当事者に還元されるべきだと主張した。そ

の後，その主張は 1970 年代にイギリスの教育現場で注目を浴び，アメリ

カやオーストラリアにも広がっていった。現在は，看護や福祉などさまざ

まな分野の研究にも使われている（佐野 , 2005）。
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実は，アクション・リサーチにはいくつかの流れがあり，教育の文脈に

絞っても３つの基本的な立場に大別できると言われている（佐野 , 2000, 

2005）。佐野によると，１つ目は教育改革運動の立場で，保護者なども巻

き込んで，調査結果を行政に反映しようとするもの，２つ目は，理論研究

の結果を教室での実践で検証しようとする立場，そして３つ目は，教師が

自分の授業を改善し，指導力の向上を目指すものである。ただし，佐野が

指摘するように，現実にはこの３つの立場は重なり合う部分も多い。

本書は，大学の座学授業に TBL を導入してその効果を検証することが

目的である。そしてそのきっかけは，筆者自身が教えている授業を改善し

ようとする思いであった。したがって，佐野（2000, 2005）の分類による

と本研究は基本的に３つ目の立場（教師が自分の授業を改善し，指導力の

向上を目指す）に立つと言える。ただし，理論研究の結果を教室での実践

で検証しようとする，２つ目の立場も少々含まれている。

TBL は厳密には理論研究というよりは実践を重ねて法則化・手続き化

された学習法といった方が適切であるが，一定程度一般化された手順を持

つ学習法を実践に取り入れてその効果を確かめるという意味合いでは２つ

目の立場に近い。まとめると，「法則化された学習法を教室での実践で検

図 3‒1　本研究におけるアクション・リサーチ
（佐野 , 2000 を参考に作成）
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証しながら，教師が自分の授業を改善し，指導力の向上を目指す取り組み」，

それが本書におけるアクション・リサーチの定義である（図 3‒1）。

それでは，アクション・リサーチは具体的にどのように行うのか。次節

ではその方法について説明する。

２．アクション・リサーチの手順

佐野（2000, 2005）は先述のとおり，アクション・リサーチは大きく３

つの立場があると分類した。彼自身は主に３つ目の立場（教師が自分の授

業を改善し，指導力の向上を目指す）に立ち，中学・高等学校の英語教育

において精力的に活動を行ってきた。佐野（2005）が Nunan (1989) に触

れながら示している手順は次のとおりである。

１）問題の発見：直面している事態から扱う問題を発見する。

２）事前調査：選んだ問題点に関する実態を調査する。

３）リサーチ・クエスチョンの設定：調査結果から研究を方向づける。

４）仮説の設定：方向性に沿って，具体的な問題解決の対策を立てる。

５）計画の実践：対策を実践し，経過を記録する。

６）結果の検証：対策の効果を検証し，必要なら対策を変更する。

７）報告：実践を振り返り，一応の結論を出して報告する。

３．アクション・リサーチを「科学的研究」に

佐野（2005）は，そのような手順を示したうえで次のように述べている。

AR（アクション・リサーチ：筆者注）は，「リサーチ」という名称のために，
科学的なリサーチと誤解されることがあります。しかし AR は決して一般的
な真実を追求する科学的研究ではありません。授業を進めながら（in action）
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行う実践研究（research）です。別の言い方をすれば，授業にプラスしてリサー
チするのではなく，授業しながら対策を実行してゆくのです。この意味は，
良心的な教師なら無意識的に行っていることを，ステップを踏んで実施する
だけともいえます。（p. 7）

筆者もこれに同感である。ただしこれは，現場での実践に日々奮闘して

いる中学校や高等学校の教師を想定したものではないだろうか。アクショ

ン・リサーチの敷居を高くしないための配慮が読み取れる。本書の読者は

主に筆者のような大学の教員・研究者を想定している。「リサーチ」をす

るからには成果を発表できる何らかの形にしたいと考えておられるのでは

ないだろうか。

そこで本書におけるアクション・リサーチには，上述の佐野（2005）の

立場を受け入れつつ，そのうえでいくらか「科学的研究」との評価が得ら

れるよう工夫を加えた。具体的には，先に示した手順における，「５）計

画の実践：対策を実践し，経過を記録する」「６）結果の検証：対策の効

果を検証し，必要なら対策を変更する」において，単に「問題解決の対策」

の実施前と実施後の変化を検討するだけではなく，「問題解決の対策」を

行った（行っている）効果を，「問題解決の対策」を行わなかった前年度

と比較するというものである。この点について，以下に詳しく説明する。

４．より「科学的研究」らしい研究デザインとは

まず，「科学的研究」とはどのようなものかということから考えてみたい。

「科学的」という言葉を『大辞泉』で引くと，「考え方や行動の仕方が，論

理的，実証的で系統立っているさま」とある。本書は TBL の手法を紹介し，

その有効性を示そうとするものである。したがって，本書の文脈に即して

いえば，TBL の有効性が論理的，実証的に示すことができている研究に

なっているかどうかがポイントになる。論理的，実証的な研究とは何かと
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いう点においてはいろいろな捉え方があると思うが，本書では内的妥当性

（internal validity）が高い研究であると考えることとする。内的妥当性とは，

処遇と結果の間の因果関係について，「この研究の結果，処遇の効果があ

ることがわかった」とする主張の正当性に確信が持てる程度のことである

（南風原 , 2001）。それでは，どのようなデザインの研究が内的妥当性の高

い研究と言えるのだろうか。

本書の研究で扱う場面を想定し，授業に新しい工夫を加えることによっ

て学習効果が高まるかどうかを知りたいとする。その場合，例えば次のよ

うな研究デザインが考えられる。

①新しい工夫を加えて授業を実施し，最後に事後テストをして学習効果

を調べる。

②初回の授業開始前に事前テストを行い，新しい工夫を加えて授業を実

施し，最後に事後テストをして成績の伸びから学習効果を調べる。

③新しい工夫を加えて授業を実施し，最後に事後テストをして学習効果

を調べる。その結果を，特に工夫を加えずに行った授業の最後に実施

した事後テストの結果と比べる。

①は，「１群事後テストデザイン（one-group posttest-only design）」と呼

ばれるものである。もし事後テストで多くの学習者が高得点を取ったら，

授業に加えた新しい工夫には効果があったと言えるだろうか。残念ながら

そのようには言えない。なぜなら，新しい工夫を加えなかった場合の水準

が不明なので，事後テストの得点から新しい工夫を加えたことによる効果

の高さを比較して判断する基準がないからである。

それでは②はどうだろうか。②は，「１群事前事後テストデザイン（one-

group pretest-posttest design）」と呼ばれるものである。①とは違い，授業

を開始する前に事前テストを実施している。そのため，事前テストと事後
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テストを比べ成績が向上していれば，新しい工夫を加えることにより学習

効果が促進するという判断材料の一つになりそうである。しかし，それで

もこのデザインは十分高い内的妥当性を持っているとはいいがたい。たと

え事前テストから事後テストにかけて成績が向上しても，それは授業に加

えられた新しい工夫によるものではない可能性が依然残っているからであ

る。例えば，そのような成績の向上は，新しい工夫を加えずに授業を行っ

ても見られたかもしれないし，他の授業や授業外のさまざまな学習活動を

通じて得た知識や経験によって生じたものかもしれない。

次に③について考えてみたい。このデザインは，工夫を加えて行った授

業における事後テストの結果を，工夫を加えずに行った授業の事後テスト

と比較するものである。こうすれば，比較の基準は一応与えられることに

なり，①や②で問題となっていた課題を一見クリアしているように見える。

しかし，まだ十分な内的妥当性が保証できるかというと，実は必ずしもそ

うはならない。なぜなら，工夫を加えて行った授業の学習者と工夫を加え

ずに行った授業の学習者の等価性が不明だからである。例えば，工夫を加

えて行った授業における事後テストの成績が良かったとしても，その学習

者はもともと学力が高かったため，工夫を加えずに行った授業の学習者よ

りも事後テストの成績が高くなることもありうる。

このような可能性をつぶすには，比較する２つの群の等価性を保証しな

ければならない。そのための方法として，提案されているものの一つは，

学習者の無作為割り当て（random assignment）である。２つのクラスを

用意し，学習者をランダムに割り当てることによって，確率的にクラス間

の学力には差がないと考えるのである。もちろん，クラス間の学力が完全

に等しくなるわけではないが，そのばらつきはランダムな変動であるので，

その影響は統計学的な分析によって評価することができると考えるのであ

る（高野 , 2000）。このような方法は理想的な実験のデザインとして推奨

されている。
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一方で，本書が想定する読者である大学教員にとって，制約上このよう

な理想的なデザインが実現することはめったにない。第１に，同じ文系の

専門科目（多くの場合，座学の授業）を同じ教員が複数のクラスで実施す

ることはそれほど頻繁にあることではない。あったとしても，あらかじめ

受講を希望する学生の名簿を入手し，学力などによってランダムにクラス

に割り当てるなどということはほぼ不可能である。多くのケースで，学生

は他の授業の時間割や教務上の都合などで振り分けられる。そもそも，選

択科目であれば初めの数回の授業が過ぎるまで学生が定まらず，授業実施

前から名簿を確定させることさえできない。

第２に，教育倫理上，問題がある。仮に２つの等価性のあるクラスが用

意できたとしても，授業者が教育効果があると信じている工夫を一方のク

ラスにのみ加えるということは好ましいことではない。

第３に，このような実験デザインはもはやアクション・リサーチの趣旨

に反してしまっている。本書におけるアクション・リサーチの定義は，も

う一度述べると，「法則化された学習法を教室での実践で検証しながら，

教師が自分の授業を改善し，指導力の向上を目指す取り組み」である。つ

まり，実験デザインを採用すると，教員は授業をしながら問題点を見つけ，

その改善法を考え，その効果を検証するというプロセスが取れなくなって

しまう。

５．本研究がアクション・リサーチとして採用する研究デザイン

そこで本書では，学習者の無作為割り当てによる実験デザインではなく，

「準実験デザイン（quasi-experimental design）」に分類される，「不等価２

群事後テストデザイン（posttest-only design with nonequivalent groups）」

を採用する。このデザインは，準実験デザインに分類されることからもわ

かるように，実験デザインよりも内的妥当性は劣る。それを補うための工
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夫を含め，具体的な実施の仕方を以下に述べる。

まず，「２群」とは実際どの２つのクラスかという点から説明する。１

つ目のクラスは工夫を加えて教えたクラス，あるいは現在工夫を加えて教

えているクラスである。２つ目のクラスは，その工夫を加えなかった（工

夫を思いつく前の）前年度の同科目のクラスである。この２つのクラスを

「２群」とする。

次に，「事後テスト」には何をどのように用いるのかという点である。

本書の提案は，「事後テスト」のために特別なものを用意する必要はなく，

授業で実施する期末試験を用いるというものである。ただし，すべての問

題がまったく同じ期末試験を当該年度と前年度に使用するのは好ましくな

い。前年度の既修者から期末試験の問題に関する情報が流れてしまい，当

該年度の成績が不当に高くなり，比較が困難になってしまいかねない。ま

た，そもそもそのようなことは教育上大きな問題である。したがって，当

該年度の期末試験には一部前年度に出題したものと同じものを使用し，そ

の成績を比較するというのが提案である。

最後に「不等価」をどうするのかという問題である。前述のとおり，「不

等価」ということは，どちらかのクラスがもともと学力や学習意欲が高

かったという可能性を含んでおり，成績の比較結果を正しく評価できない

ことになってしまう。この問題に対して本書は，授業を実施する前年度

の GPA を学習能力と見なして，それを共変数（共変量）とする共分散分

析（analysis of covariance: ANCOVA）モデルを採用し，分析対象者の学習

能力を統制することによって解決を図る。言い換えると，共変数である

GPA の影響を取り除いて，つまり分析対象者の学習能力を一定にしてデー

タを解析するというものである。

このように，第１に工夫を加えて教えた授業と工夫を加えずに教えた前

年度の授業を比較する，第２に工夫の効果を検証するため期末試験に一部

同じ問題を使用する，第３に「不等価」の問題を解決するため前年度の
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GPA を共変数とする共分散分析モデルを採用することにより，より内的

妥当性の高いアクション・リサーチの実施が実現できる。これらの工夫は，

持ち上がりなどで毎年度担当科目が変わることの多い中学校・高等学校と

は違い，年度によって担当科目があまり変わることのない大学教員にとっ

てさほど難しいことではない。つまり「不等価２群事後テストデザイン」は，

大学教員だからこそできる，アクション・リサーチをより「科学的」にす

るための工夫といってもよいだろう。

６．まとめと本書の構成

本章では，まずアクション・リサーチを「法則化された学習法を教室で

の実践で検証しながら，教師が自分の授業を改善し，指導力の向上を目指

す取り組み」と定義した。アクション・リサーチが７つの手順からなるこ

とを示し，そのうち，「５）計画の実践」「６）結果の検証」において，前

年度と取り組みを比較することによってより内的妥当性の高い研究デザイ

ン（不等価２群事後テストデザイン）にすることを提案した。さらに，「不

等価」の問題に対して，期末試験に前年度の GPA を共変数とする共分散

分析モデルを採用することにより解決を図ることを合わせて提案した。

次章以降は，大学教員である筆者が，４年間にわたる一連のアクション・

リサーチとして，自身の授業の改善を試みた取り組み，およびその効果を

検証した報告である。第４章では，筆者が大学で教えている「第二言語

習得研究」の授業に TBL を取り入れ，前年度に実施した講義をベースと

した授業と比較することによってその効果を検証する。次頁の図 3‒2 に，

研究の全体的な枠組みを示す。
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図 3‒2　本書の構成




