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工業高校で生徒に残る授業を！
「大学入試という動機付け」のない工業高校で、生徒を
参加させる授業の模索

協同学習型授業スタイルの限界

授業は楽しい、学びに参加する生徒も増えた

クラス内の生徒の人間関係も向上した

でも卒業後も生徒に残る力はついたか？

結論→「答えが一つのタスク」を協同でやってもあまり
意味がない

→寺島メソッドとの再会



寺島メソッド
英語学習「枝」と「幹」の見極め

記号つけプリントで英文法の幹

センマルセンと後置修飾

リズム読みで英音法の幹

リズムの等時性

自学自習の道筋をつける

ガラス張りの評価方法

自己評価力の育成

質ではなく量で評価する

何度でも挑戦できるパフォーマンステスト



定期テスト＋平常点という評
価方法の限界
１ 定期テストの限界

学期のおわりに１回限りで行われる定期テスト

勉強はテストのためにするものという刷り込み

本当に定期テストは生徒の成長を客観的に証明できる資料なの
か？

テスト前になると担当教科のもとに走る生徒達

２ 平常点の限界

平常点の付け方は闇の中

→教員が，講義式一斉授業で主導権を奪われないための刃物

生徒の声→「先生にこびを売れば留年しない」

結論 この評点方法から学べるのは・・・

１ 勉強とはテストのためだけにある

２ 長いものには巻かれた方がいい



2年生 2学期前半点数の付け方

１ 必修タスク３０点

（１）アレントーク１回

（２）大きなカブ

リズム読みテスト合格

（３）大きなカブ暗記テスト合格

（４）1日1枚プリントをする

（５）夏休みの宿題を20ページまでやる

２ 中間テスト ５０点

３ On my own （ボーナス） 基本無制限

完全個別学習スタイル授業



授業中に勉強できない！？
「ほかの教科の授業は、授業中にバーって先生が説明する
だけ。クラスで１－２名の勉強のできる子は先生の話を聞
いて何が大事かしっかりノートをとって、授業中も覚える
し、テスト前、何を勉強するかわかってるからいい点数と
れるけど、僕とか大部分の子たちは、普段の授業はボーっ
と聞いてるだけで何が大事かもわかれへんし、何も覚えへ
ん。ほんで、テスト前になって何を勉強するかわからん
くってあせりまくる。で、そうやって覚えたことはすぐ忘
れる。先生のマラソンの授業やったら、写ししたり、暗記
したり、和訳したりするから、授業の中で覚えられる。ほ
んで、マラソンを完走したら３０点くれるっていうシステ
ムやからせなしゃあない。テスト前だけ勉強するんちごて、
授業中もしっかり勉強できるから忘れへん。」



移動教室、チーム別座席で
の個別学習スタイル

生徒はタスクを一つ終えるごとに
チェックを受けに来る
一人一人の生徒がやっていることが違
う
→寺子屋型授業



書写タスクは大事！

目の力と集中力の向
上



寺島メソッド
記号つけ和訳プリント



リズム読みテスト
暗唱テスト



ダストーク



定期テストの工夫







On My Own
（１）大きなカブ書き写し延長戦（全写し）

（２）大きなカブ暗写テスト

（３）和工紹介英文ビデオつくり（人数×２０秒以上、人数×20 単語

以上:英語はナレーションでも、字幕でもOK、協力6人まで）、

２作品まで。

（４）名曲さび暗記（1曲につき○１つ、５曲まで）

（５）ホームズ「碧い紅玉」和訳マラソン1枚

（６）アレントーク延長戦（最高５つまで）

（７）教科書の本文に記号をつけようマラソン1ページ（レッスン２，３、

４に限る。1ページにつき○1個、最高10ページまで）。

（８）ロシア語やハングルやドイツ語やフィリピン語など外国語の勉

強をしよう（プリント1枚につき○1個、最高10個まで）

（９）夏休みの宿題 延長戦 5ページごとに○１個

（１０）My favorite song 1番フル暗記（自分の好きな外国語の歌を1

番まで丸暗記、最高3曲）



大好評 名曲さび暗記





この授業の成績の付け方についてどう思うか？

機械科3年 化学技術科2年 創造技術科3年 化学科3年

とてもよい 41% 61% 52% 60%

よい 51% 39% 45% 30%

あまりよくない 8% 0% 3% 5%

よくない 0% 0% 0% 5%

N=39 N=33 N=33 N=20







他の先生の授業と比べてこの授業の進め方の方が勉強する意
欲は上がったか？

機械科3年 化学技術科2年 創造技術科3年 化学科3年

そう思う 56% 64% 56% 30%

少しそう思う 33% 21% 31% 45%

あまりそうは思わない 8% 15% 13% 15%

全くそうは思わない 3% 0% 0% 10%

N=39 N=33 N=32 N=20



成績の付け方について

・得意な人も真剣な人もいい点数がとれる

・ちゃんとやれば赤点はない

・成績ががんばりに比例する

・テストがだめでも挽回できる

・授業中眠くならない

・点数がとれていても力はついていない

・テストの配分がもっと高い方がいい

生徒の声



生徒の声
個別学習について

・自分のペースでできる

・質問しやすい

・みんなと協力できる

・考える時間が自分で決められる

・絶対に先生と（1対１で）話せる時間がある

・集中できる

・難しいタスクは全体でやった方がいい

・授業がうるさくなる

・たまにはみんなで授業したい

・家でもできる（ことを学校でやっている）

・自分が何をすればいいか分からなくなるときがある



意欲は上がっているか？

・加点があるのでやる気がでる．

・他の授業は授業の形にこだわり過ぎていて受けにくいが、この授業は形にこだ
わっていないので受けやすい

・個別にやるので後回しにしてしまうときがある

・暗記が多い（ので意欲があがらない）

・やればやるほど点数があがる

・めんどくさい

・ボーナスのために頑張っているつもりがボーナスタスクに夢中になっていた

・テスト勉強をするにあたって心の余裕がある

・自分で追い込める

・やらなければならないという危機感がある

・しなければならないから追い立てられてやってるだけで残ってない

生徒の声



英語力はついているか？

・英単語の力はみについていない

・外国の人と話す力は身についた

・自分がやっているから力がついている

・一斉にやっても内容が入ってこない

・したいときにした方が覚えやすい

・個人でやるので力がついたかどうか分からない

・文法などは全体でやった方が力がつくと思う

・（英語が）苦手なのは変わっていない



この授業でついた力は？
• 外国人とフレンドリーに話す力

• 自分で単語を訳したり英文を少しでも書けるようになった。

• すべきことを早くしようという意思

• 英語と日本語の違い

• 英文を聞いて単語を理解する力や英語と日本語の単語の並べ
方の違いなど

• 文の構成

• こつこつ頑張る事

• 自分で計画して物事を進める力

• 英文を楽に訳せるようになった

• しようと思った。今までは英語をあきらめていた

• 暗記力

• 文法を学べたので文章力が上がった



スマホアプリにあって授業に
ないもの
創造性

クイックレスポンス

双方向

自己達成感 自己有能感

自分で何かを変えた実感

欲しい答えだけ瞬時に手に入る

すばやい評価
28



課題
１ 走れない生徒をどう走らせるか？

1時間ごとにノルマを決めた方がいいようだ．
先頭と最後尾を引っ張る→slow learnersを引っ張る難しさ
２ 学力も意欲もまだまだ
クラスにより難易度を考慮する、自分の成長が自覚でき
るテスト作り、形を変えてしつこいスパイラル
３ 個別学習の限界
みんなの考えが聞きたい，答えが一つじゃないタスクを
どう深めるか
４ 必修タスク制度は，成績や進路実現という「脅し」に
よる学習を乗り越えて，「無限の学習の世界への第一歩」
というおさえから抜けてはだめ！

５ 同僚性の問題
自分だけオリジナルの進め方でいいのか？
成績の付け方，内規との齟齬



目標準拠評価と観点別評価の
限界
・生徒はゴールからみて常に未完成 常に減点法

「具体的な目標を与えれば生徒の学習意欲は向上する」

→税金による和歌山県中３生英検全員受験の実態

目標を決めるのは誰？→枠の中の主体的な学び

「基礎学力とは？」→学びの基礎診断の怖さ

・ルーブリック（観点別評価）の限界

→正確であればあるほどあるごく特定の状況での「出来

た」しか証明できない

・公正なパフォーマンス評価とは・・・

○か×

成功するまで何回でも挑戦できる



究極の評価とは

言葉による無限
の観点からの自
己評価力



評点とは何か？
自動車学校の学科試験的な方がいい

点数はどうでもいい 合か否かだけが問題

学校の成績が，進路実現の資料に使われ続ける限り，「主体的な学び」など不可
能

遠山啓「学校の成績は，生徒自身が自分の成長を確かめるためと，教

員が自分の実践が正しいかを確認するためだけに使うべき．なので，

生徒の成績は生徒が卒業するときにもやすべきだ」

高校→大学や入社試験の予備校？？

教師の仕事→外向けに，「この生徒はこんな値打ちがありますよ」という

値札をつけること？

→この感覚を乗り越えない限り，高大接続システム改革は無意味，

試験科目と採点基準が変わるだけ

高校の成績を会社や大学に送るのはやめませんか？



学校の学習で身につけるべき
力とは・・
・高価で高度な機械を導入した最先端の実習の授業を

受けても「即戦力」にはならない．

・外国語教育としての英語教育で「英語の運用能力」だけ

をつける愚→ほんやくコンニャクの実用化はもう目の前

・学力テストの限界→限られた範囲の中でどれだけの知識

をもっているかの勝負なら，AIには勝てない

・AIに勝てる力とは

想定外の事態で，データの蓄積がなくても，切り抜けら

れる「想像力」と「協同力」と「夢を語る力」

「学びたい」という意欲



教師の仕事
１ こちらから与え
た目標なら，生徒が
ゴールするまで責任
を持つこと

２ つまずいたら手
を貸せる，何かを達
成したときは一緒に
喜べるくらいの距離
にいること．

３ 楽観的に生徒の
成長を信じて，笑顔
をわすれないこと



『英語にとって評価とは何か？』（寺島隆吉、２００２、あすなろ社）

『英語にとって文法とは何か？』（寺島隆吉、２０００、あすなろ社）

『寺島メソッド英語アクティブラーニング』（寺島隆吉・山田昇司、２０１６、明石書店）

『英語記号付け入門～その誕生と現在の到達点』（寺島隆吉、１９９１、三友社出版）

『音声の授業と英音法』（寺島隆吉他、１９９０、三友社出版）

『読みの指導と英文法』（寺島隆吉他、１９９０、三友社出版）

『教えることの復権』（大村はま、苅谷剛彦、苅谷夏子、２００３、ちくま新書）

『英語教育の危機』（鳥飼玖美子、２０１７、ちくま新書）

『史上最悪の英語政策』（阿部公彦、２０１７、ひつじ書房）

『英語学力への挑戦』（寺島美紀子、１９８７、三友社出版）

『英語教育が甦えるとき』（山田昇司、２０１４、山田昇司）

『チャップリン、表現読みへの挑戦』（寺島隆吉、１９９７、あすなろ社）

『魔法の英語：不思議なくらいに英語が分かる練習帳』（寺島隆吉・寺島美紀子（編）２００１，あす
なろ社）

• 論文たち 「国際教育総合文化研究所」紀要 http://ieas.web.fc2.com/BulletinOfInstitute.html

• 英語教授法「寺島メソッド」同好会HP https://kigouken.jimdo.com/ もご参照ください。

http://ieas.web.fc2.com/BulletinOfInstitute.html
https://kigouken.jimdo.com/

