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加藤寛先生(初代総合政策学部長） 

「鈴木（佑冶）さんと田中さんは、英語ができない学生を
教えてください」（註：TOEFLで300点台；oftenやableを
知らないという大学生） 

 

問い：何を、どう教えるか？ 

 

答：学生自らの英語学習の過程に 

コミットさせエンゲージさせる➡アクティブラーニング 
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問題意識 
 

英語は教科書の中、問題集の中、テストの中にある 
 

自分の中に息づく英語（my English）が育たない 
 

いつか、どこかで、だれかと（切迫感がない） 
 

教師が教えすぎ：依存体質（他力本願） 
    

自分ごととしてとらえることができない 
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英語を生きた言語として扱い 

 

「今、ここ、私」という表現者として 

 

英語を使い 

 

my Englishを育てる 
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田中はJICA（国際協力機構）の言語研修アドバイザーだった 
 

JICAでは専門家を現地に派遣：英語で業務を行う状況が多い 
 

「英語ができる、できない」は関係ない。どんな英語でも、プレ 

ゼンを行い、ネゴをし、指導をする。小さな英語でできるプレゼ 

ン、ネゴに注目すべきでは」 
 

これに鈴木さんが共鳴、「それで行こう！」 
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「学生に白けない90分を作り出せ」と伝える 

 

表現者に徹する：表現はマルチモーダルである（パントマイム、 

ダンス、紙芝居、歌） 

 

英語の学びは教室の中にはない。リサーチの中にある 

 

  ACEプログラム（鈴木、田中、のちに霜崎實が加わる） 
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ACTION       COMMUNICATION      ENGLISH 

まず行為  やりとりが生まれる  英語はついてくる 
 

慶應大学の理念：「半学半教」➡「学生に教わる」があっても
よい  
事例：「ウッドストックとホテルカリフォルニア 」「パチンコのか
らくり」「レゲーとヒップホップ」「エイリアンとフェミニズム」 
 
20年後：ウオール街にオフィス；（大手自動車）北米局長；ジ
ャマイカ（バークリー音大）；コロンビア大学大学院ジャーナリ
ズム科；（大手電力会社）9.11コンサート（琴、サックスフォー
ン） 
 

7 



上智大学・ベネッセ英語教育シンポジウム2016 

学びは教室の中にあるのではない 

 

教室は「表現の場」である 

 

 

「学びはネットで」 

「英語教師は、場づくりをするプロデﾕーサーである」 
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高次の目標： 「英語はできて当たり前：たくましさとしなやかさ」 
  

  Student-driven        Purposeful act      

Output-oriented    Meaningful Learning   Networking      
 

絵本翻訳プロジェクト（米国小学校とのコラボ）；コンゴプロジェク 

ト（キンシャサ教育大学とのコラボ：食文化比較など）；Beat  

Generationの世界（Allen Ginsberg, Jack Kerouac, William 
Burroughsなど)  

  

 アクティブラーニングの実践としてのプロジェクト学習 
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考え方は古いが用語が知られるようになったのは1990
年代 

  

       Passive Learning vs. Active Learning  
 

Bonwell, C & Eison, J. (1991). Active Learning: 
Creating  

Excitement in the Classroom. The Higher 
Education Report. 

大学教育の改革 
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Learning is "something an individual does when he 
studies. It is an active, personally conducted affair" 
(John Dewy, Democracy and Education, 1924) 

 

 

“When students are actively involved in ..learning, 
they learn more than when they are passive 
recipients of instruction” (Kathlyn Patricia Cross 

[1926-], Teaching for Learning, 1987）. 
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“Involving students in doing things and 
thinking about the things they are doing”  
(Bonwell & Eison, 1991, p. 19) 
 

         Learning by doing: Action and Reflection  
 

・生徒の学習過程への主体的関与 

・Passive Listener からActive Participantになる 

・知識移転型から発見型・仮説検証型にシフト 

・考え方であってメソドロジーではない（いろいろなやり方） 
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Active Learning の 究極版はプロジェクトである。 

 

 

  課題解決学習 

  トピック学習 
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Education is not preparation for life; 
education is life itself. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「いつか、どこかで、だれかと」➡「今、ここで、私が（あなたと）」 
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「教科間の統合（unity）を欠いているのが現状である。… 教育が分 

散され，学びに求心力がなくなってきている。この学習はこの目的 

のため，その学習のまた別の目的のためといった具合になり，結局， 

教育を全体として見た場合，全くの妥協の産物であり，分散した教科の 

パッチワークである」 

「ここで私が提案したいことは，教育システムの要素を統合する唯一の方 

法はそれぞれを生活と関わらせることである。学校のシステムにのみ目を 

向けて統合を試みれば，結局得られるのは人工的な統合である。より視野 

を広げて社会生活（social life）全体の一部として教育をとらえなければな 

らない」 
[John Dewey (1907). School and Society. The University of 
Chicago Press, p. 86]. 
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デューイが指摘したのは，学校教育を社会生活と関わら
せることにより，様々な教科が自然に繋がってくるという
考え方である。また，社会生活と教科が関わることで，
学びにリアリティが生まれる。しかし，ここで，学びを社会
生活に関わらせるにはどうしたらよいか，という問題が
出てくる。 
 

この点についてわれわれは，トーマス・キルパトリック（
Thomas H. Kilpatrick）が提案した「プロジェクト学習
法」に注目する（Thomas H. Kilpatrick (1918).The 
Project Method. Teachers College Record 19）。 

 

16 



上智大学・ベネッセ英語教育シンポジウム2016 

モノとして見ればプロジェクトは「計画事業」「研究課題」と同義
である。そして，コト（行為）としてのプロジェクトを捉えるには，
“project” の動詞的意味が参考になる。動詞 “project” には，

「投げ出す」「投影する」「映写する」「投入する」「企画する」「計
画する」などの語義が含まれている。そして，モノとコトの両面
からプロジェクトを定義すれば，「ある問題について何らかの結
果を得るために，計画を立て，リソーシーズ（時間・資金・資材）
を投入し，必要な課題を遂行する実践行為」となる。キルパトリ
ックは，プロジェクトとは「目的をもった行為（purposeful act）」
であることを再三強調している。 
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方法論としてのプロジェクト英語は， 
 

●ディスカッション 
●リサーチ 
●プレゼンテーション 
 
の相互作用を通して実践される活動である 
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「個のアイデアの総和以上の，価値のあるアイデアを生
み出す行為がディスカッションである」 

 

ディスカッションは 

         アイデアの共創 

                        アイディアの言語化 

         アイディアの共有化 

を可能にする行為である 
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「立ち止まらないで，絶えず問い続ける，探し続ける」態度 

 

●「探究（inquiry）」という思考実験 

 

●データの収集・分析から現状把握を行ったり，仮説の検
証を行ったりする手段 

 

●リサーチはディスカッションに素材を提供するとともに， 

 アイデアの有効性を確認する手段である。 
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アイデアを外部に差し出す行為 

  自己表現のもっとも洗練された形式である 

      The Art of Self-expression 

 

 限られた時間；情報の取捨選択と配列；メリハリ；表出 

 

プレゼンテーションを行うことで得られるフィードバックは
，さらなるディスカッション，あるいはさらなるリサーチを
動機づける 
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 3週間を1ユニット 

1st Day 講義（話題と方法論）＋ディスカッション  

           リサーチ   

2nd Day グループ内プレゼンテーションとディスカッション   

3rd Day クラス内（教室間）プレゼンテーション 

 

４つの個別プロジェクトを行う   

大型プロジェクトを４つのブロックに分けて活動 
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１.常識をあえて問い直すリサーチ力、 

２.自分の思いを明確に相手に伝えるプレゼンテーション力、 

３.他者との違いを乗り越え魅力的なアイデアを創り出すディス   

     カッション力は、 

グローバル社会をたくましく，そしてしなやかに生きるために必 

要不可欠な技能である。「主体性を持って多様な人々と協働して 

学ぶ態度を養い、自ら課題を発見しその解決に向けて探究し、成 

果等を表現するために必要な思考力･判断力･表現力等の能力」 

（中教審、高大接続）を育むためにはプロジェクト英語学習が必要
。 
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  プロジェクト英語を実践するために 

 

  生徒は学習者であると同時に表現者に、 

教師は語学教師であると同時にプロデュー
サー・ファシリテーターにならなければならな
い 
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