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問題と目的

１．高校中退の現状と予防

文部科学省（2017）によれば，平成 27 年度

の高等学校（以下，高校と略記）において中途

退学（以下，中退と略記）した生徒の数は全国

で 49,263 人であり，高校中退率は 1.4% であっ

た。ここ 10 年間の推移を見てみると，平成 17

年の 76,693 人（中退率 2.2%）が最も多く，そ

の後は年々減少を続けている。しかしながら，

平成 27 年度の中学生の高校進学率は 98.5％で

あり（文部科学省，2016），ほぼ高校が義務教

育化していることを鑑みると，全国で約 5 万人

もの高校中退者が出ている現状は，決して看過

できるものではない。特に，中退者の追跡調査

を見てみると，高校中退が深刻な社会的問題で

あることがわかる。高校中退者の追跡調査は各

都道府県教育委員会が，数年おきに実施してお

り，その中の一つに東京都教育委員会（2013）

のものがある。この調査では，平成 22 ～ 23 年

度に都立高校を中退した全中退者 5,526 名に郵

送法による質問紙調査を行い，988 名の回答を

得ている（回収率 20.4%）。それによると，「フ

リーター層（正規雇用で就労し，特に学習をし

ていない者）」と「ニート層（非就労で求職を

せず，特に学習していない者）」など，いわゆ

る社会的弱者が 47.6％を占めていた。回収率の

低さを考慮すれば，実際の数値はさらに高いこ

とが予想され，高校中退が若者の貧困と密接な

関係にあることがわかる。この結果を受け，同

調査の中では，中退の予防と中退者の支援方策

の構築の重要性が指摘されている。

こうした高校中退の予防について，小栗

（2014）では以下のように定義し，包括的な支

援の必要性を指摘している。

1） 普遍的予防とは，全ての生徒を対象とする

介入であり，学習スキルや対人関係スキル

に関する授業を言う。

2） 選択的予防とは，欠席や問題行動といった

中退の兆候は示していないものの，スク

リーニング・テストにおいて高リスク群と

判断された生徒に対して行う，個別の支援

や日常生活での配慮を言う。

3） 指示的予防とは，中退には至っていないも

のの，不登校，いじめ，障害，非行など，

中退に至る兆候を示している生徒に対して

行う，個別の支援のことを言う。

高校中退予防としての学習スキル獲得の効果
――英単語学習における流暢性獲得――
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２．普遍的予防としての学習スキル授業

学業不振と高校中退について，これまで多く

の先行研究によって関連が指摘されている。た

とえば，杉江・清水（2000）は，高校は何より

も教科指導の場であり，学業面での不振は中退

に至る主要な要因となりうることを指摘してい

る。また，竹綱・鎌原・小方・高木・高梨（2003）

の実施した高校中退予測要因の継時的調査で

は，中退群は卒業群よりも学業達成の自信が低

いことが明らかになっている。さらに，先述し

た文部科学省（2017）の調査においても，高校

中退事由について「学業不振」と「学校生活・

学業不適応」の合計が全体の 43.4% を占めてい

る。

先述したように，学業不振による中退を予防

するため，小栗（2014）では学習スキルの授業

を高校中退の普遍的予防に位置づけている。学

習スキルとは「課題に対する学習のやり方」の

ことである（西村・河村，2010）。学習スキル

について市川（2004）は，ノートテイクのよう

な授業中に必要とされるスキルに加えて，試験

勉強の方法など授業以外の学習行動に関するも

のが，学年が上がるにつれて重要度を増すとし

ている。さらに，こうした学習スキルは教員か

ら生徒に伝えられるということはほとんどない

のが現状であり，その結果として学習意欲をな

くしてしまう中高生の存在を指摘している。河

野（1997）が中学校の英語教師に復習方法と

して指導している学習スキルについてインタ

ビュー調査を実施したところ，「教科書を読む」

「意味の分からないところを調べる」「新出単語

を書いて覚える」の 3 点であったと報告してお

り，ごく基礎的な学習スキル以外は指導されて

いないことがわかる。高校生においても同様の

ことが想定され，高校生が学習面で適応してい

くためには，学習スキルについて意図的に指導

していく必要があると言えよう。

３．効果的な学習スキル

学習スキルについて，これまで学習方略の分

野で先行研究が蓄積されてきた。学習スキルと

学習方略の関係について，河野（1995）は両者

の境は固定したものではなくなってきており，

より広い概念である学習スキルの研究が学習方

略の研究を取り込むかたちになってきていると

している。本研究においても両者は同様のもの

として扱うこととするが，学習方略が主に認知

面の特性を記述しているのに対して，学習スキ

ルは行動面の特性の記述であり，実際の指導場

面で対象となるのは後者であるとする立場もあ

ることから（北尾，1991），本研究では用語の

混乱を避けるため，以下では学習スキルという

記述に統一する。

市原・新井（2005）によれば，学習スキルは

「体制化」や「精緻化」を含んだ「意味理解」

スキルと，「リハーサル」を含んだ「暗記・反復」

スキルの 2 つに大別される。そして，学業成績

の向上や学習意欲の向上と関連しているのは

「意味理解」スキルであり，「暗記・反復」スキ

ルは効果が低いということが，先行研究で指摘

されている。たとえば，高校生の英語の学習ス

キルについて検討したものに，堀野・市川（1997）

のものがある。その中では，英語の学習スキル

に関する質問紙調査の結果，「体制化」スキル，

「イメージ化」スキル，「反復」スキルといった

因子が見出されたものの，学業成績に対して有
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意な影響を与えていたのは「体制化」スキルの

みであったと報告している。同様に，岡田（2007）

は高校生を対象に英単語学習における「体制化」

スキルの集団授業を実施した結果，スキルを教

授されることで学習意欲が高まることを明らか

にしている。さらに，下地・丸山（2009）は個

別指導形式で，高校生を対象に英単語学習にお

ける「イメージ化」スキルと「体制化」スキル

を教授した結果，やはり学習意欲が高まること

を報告している。その際，生徒たちは「精緻化」

スキルから使用し始め，ある程度単語が蓄積さ

れてくると，「体制化」スキルを使い始めるこ

とが多かったとしている。

４．高校生による学習スキルの選択

高校生による英単語学習の学習スキルの選択

について，赤瀬・上西（2011）は語彙レベルと

の関連を明らかにしている。それによると，語

彙レベルが低い生徒は「反復」スキルが中心で

あり，語彙レベルが上がってくると「体制化」

スキルや「イメージ化」スキル，「メタ認知」

スキルを使うようになるとしている。また，赤

瀬（2014）では高校生の英語語彙学習スキルの

学年差について検討しており，その結果，1 年

次では単語を機械的に書くといった，いわゆる

「反復」スキルが中心であり，2 年次では「記憶」

スキルや「認知」スキルも含めた様々なスキル

群を使用しながら語彙学習を進めていることを

明らかにしている。

学習スキルの選択について，市川（1998）は

予備的知識の十分でない者が知識を関連づける

ようなスキルを利用することは難しいと指摘し

ており，赤瀬・上西（2011）や赤瀬（2014）の

結果はこれを支持する結果と言える。一方で，

佐藤（1998）はメタ認知に関連した学習スキル

はコスト感が高い上に，直接に課題と結びつく

スキルではないため，生徒が選択しにくいこと

を指摘している。

しかしながら，原（2007）が指摘するように，

学習スキルの意図的な指導は，語彙力が十分に

備わっていない初級レベルの英語学習者にこ

そ，特に重要であると考えられる。これらのこ

とを踏まえ，小栗（印刷中）では，学業不振あ

るいは学習に対するモチベーションが低い高校

生を対象とする場合，コスト感が低い反復学習

スキルを用いつつ高い学習成果につなげられる

スキル，つまり「効率的な反復学習スキル」を

指導していくことの必要性を指摘している。

５．反復学習スキルと流暢性指導

すでに述べたように，反復学習スキルが学習

成果につながりにくいことは，いくつかの先行

研究によって指摘されている。ただ，こうした

反復学習スキルの効果を高めるための視点とし

て，「流暢性」が挙げられ，近年少しずつ研究

が蓄積されている。Binder（1996）によれば，

学習した効果の維持には行動の流暢性が必要で

あるという。菅佐原・山本（2006）は，軽度発

達障害を持つ学齢期の児童では，極端な不器用

さなどに起因して，書きに伴う運動発達の遅れ

が見られる場合もあるとし，書字困難を伴う学

習障害児を対象にワープロでの基本的なカナ入

力から漢字変換スキルの使用を指導した。その

結果，流暢性の向上とともに漢字変換の正答率

が向上した。しかし，手書きでの書字場面には

般化しにくいことも明らかにしている。野田・
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松見（2010）では，小学生を対象とした漢字の

読みの指導で，正確性指導に加えて流暢性指導

を行った。その結果，正確性指導のみを行った

場合よりも，文章内の漢字の読みに応用できる

ようになることを明らかにしている。小栗（印

刷中）では短大生を対象に漢字の書きを題材と

した実験を行い，単純な書字反復学習と，流暢

性に重点を置いた学習スキルによる学習成果の

違いを検討している。その結果，流暢性に重点

を置いた「目視・誤答反復学習スキル」の効果

が最も高いことを明らかにしている。

このように，反復学習スキルが効果を上げる

ためには流暢性を確保しながらの行動の反復が

必要と考えられるが，この点について漢字学習

を題材としている先行研究が多く，高校生の英

単語学習を題材として検証している先行研究

は，筆者の知る限りではない。

６．本研究の目的

上記のことを踏まえて本研究の目的は，学習

につまずきのある高校生の英単語学習を題材と

して，流暢な行動の反復に重点を置いた学習ス

キルの教授効果を検討することとする。教科を

英語としたのは，堀野・市川（1997）に倣い，

文系や理系の別を問わずに全高校生に関わる教

科と考えたためである。英単語学習を題材とし

たのは，本研究の最終的な目的が高校生の中退

予防であり，欠点の回避にあるためである。つ

まり，英語の定期考査で高得点を必要とするの

ではなく，最低限の点数を安定的に確保するこ

とが目的であり，そのためには基礎的な題材が

適していると判断したためである。

研究１

方　法

１．実施時期と時間

2016 年 8 月に実施した。調査全体で要した

時間は 3 時間程度であった。

２．研究協力校と実施場所

首都圏に位置する公立の全日制高校である

A 高校に協力を依頼し，A 高校内の教室を使

用した。A 高校は進学率が卒業生の約半数を

占める中堅校であるが，一方で学業不振を理由

とした中退も一定数いた。

３．研究協力者

A 高校を通して，研究協力者の募集を行った。

研究協力者の選定は A 高校に一任したが，基

本的には 1 学期の英語が赤点だった生徒を中心

に研究に関するチラシや参加申込書を配布して

もらった。その結果，2 名の応募があった。し

かし，1 名は当日不参加であったため，1 名（以

下 B）のみの参加となった。

４．倫理的配慮

本研究の実施にあたって，筆頭著者の所属機

関において倫理審査委員会の承認を得た。また，

研究協力校の校長に対して本研究の目的や発表

手段等を説明し，生徒の研究協力について承諾

および「研究依頼書」への署名・捺印を得た。

保護者および生徒については，「研究同意説

明書」を用いて，①研究の目的および方法，②

人権やプライバシーの保護への配慮事項，③い

つでも研究協力の同意の撤回が可能であるこ

と，④研究に協力しない場合であっても不利益
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は被らないこと，などについて説明し，それぞ

れから「参加申込書」および「研究同意書」に

署名を得た。

５．実験デザイン

本研究では探索的に効果を検証するため，単

一事例実験デザインの AB デザインを用いて分

析を行った。介入のプレとポストは被験者内要

因とし，介入の効果評価を行った。全体的な流

れを図 1 に示す。

６．設定した学習スキル

教授する学習スキルとして，「単語カードを

用いた学習スキル」を設定した。書字の負担を

減らしながら，単語カードを次々にめくってい

く方法である。つまり，流暢性に重点を置いた

「反復学習スキル」と言える。ただし，後述す

るように，学習スキルを教授して単語カードを

作成する際に，英単語の意味やスペルが思い出

しやすくなるようなヒントを，自分なりに考え

て書き込ませることで，「体制化スキル」や「精

緻化スキル」の使用も促進されるようにした。

７．使用した教科書と英単語

A 高校で使用している英語の教科書で，9 月

以降に学習する範囲から，未習得の 20 単語を

B 自身に選択してもらい，それらを対象とした。

そして，選択された 20 単語をランダムに 10 単

語ずつ 2 セット（セット A，セット B）に配分

した。セット A で用いた英単語は「behind（後

ろ），succeed（成功する），expression（表現），

thief（泥棒），enjoy（楽しむ），example（例），

chase（～を追いかける），fun（楽しみ），case

（場合），eel（ウナギ）」であった。セット B で

用いた英単語は「adult（大人），money（お金），

eat（～を食べる），dream（夢），pay（支払

う），nail（爪），listen（聞く），bath（風呂），

stranger（見知らぬ人），impress（～を感動さ

せる）」であった。

８．手続き

1） プレ（ベースライン）　　セット A の 10 単

語について，B のいつも通りの学習方法で

覚える時間をとった。一通り覚え終わった

ところで申し出てもらい，学習効果の測定

としてチェックテストを実施した。これを

2 回繰り返した。その後，使用した学習ス

キルと英語に関する自己効力感の測定を質

問紙調査で行った。

2） 介入①：単語カードの作成　　単語カード

について，図 2 に示したプリントを用いな

がら教示した。ただし，今回はカードの表

面に「スペル」と「読み方」が前もって記

図 1 全体的な流れ
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載されたカードを用いた。カードの裏面に

は英単語の「意味」のみが前もって記載さ

れており，その下には「スペリングのヒント」

を自分で考えて記入するよう求めた。スペ

リングのヒントの例としては，スペルの頭

文字，スペルの文字数を表すアンダーバー，

ローマ字読みした場合の読み方や語呂合わ

せなどを例示した。以上の方法で，セット

B の 10 単語全てについて単語カードを作成

した。

図 2 単語カードの作り方

3） 介入②：単語カードを用いた学習スキルの

教授　　図 3 に示したプリントを用いなが

ら，単語カードを用いた学習スキルを教授

した。ただし，この際はセット B とは違う

単語カードのセットを例として用いた。ま

ず，単語カードの表面を見て，意味が言え

たら当該カードを抜き，言えなければ当該

カードをセットの後ろに回すよう教示した。

つまり，正解すると手元のカードが減って

いき，不正解のカードは何度も反復するこ

とになる。手元のカードがなくなったら，

再び 10 枚のカードをシャッフルして，同様

の方法で何度も繰り返すこととした。ある

程度，表面から単語の意味が言えるように

なったら，次は裏面を見て，単語のスペル

を言う練習をするよう教示した。裏面につ

いても，正答できればカードは抜いていき，

誤答だった場合にカードをセットの後ろに

回すということを繰り返すよう求めた。

図 3 単語カードの使い方

4） ポスト　　セット B の 10 単語について，教

授した学習スキルを使って英単語を覚える

時間をとった。その他の手続きは，プレ（ベー

スライン）と同様である。

９．調査内容

1） 学習効果の測定　　チェックテストにはそ

れぞれのセットで学習した単語全てを出題

し，学習直後に実施した。意味問題とスペ
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ル問題を 5 問ずつ出題した。意味問題とス

ペル問題の選択はランダムで行い，それぞ

れのセットにおける1回目と2回目のチェッ

クテストも異なる問題とした。また，B が

覚え終わるまでの時間を，それぞれ計測し

た。

2） 使用した学習スキルの測定　　介入のプレ

とポストで，使用した学習スキルに違いが

出たかを測定するために，石川（2013）で

使用された「英単語学習方略使用尺度」10

項目に 1 項目加えたものを使用した。調査

は５件法（「5.全てに使った」「4.たくさん使っ

た」「3. 少し使った」「2. ほとんど使わなかっ

た」「1. まったく使わなかった」）で実施した。

追加した項目は，介入①で覚え方として例

示した「単語のスペルを，ローマ字読みで

覚える」という項目である。

3） 英語に関する自己効力感の測定　　介入の

プレとポストで，英語に関する自己効力感

に違いが出たかを測定するために，松沼

（2006）の「英語自己効力感尺度」8 項目を

使用した。調査は５件法（「5. とてもあて

はまる」「4. 少しあてはまる」「3. どちらと

も言えない」「2. ほとんどあてはまらない」

「1. まったくあてはまらない」）で実施した。

結果と考察

１．学習スキル教授の効果

プレとポストのチェックテストの結果を図 4

に示す。プレの 1 回目では，学習に要した時間

は 25 分で，チェックテストの結果は 2 点（意

味 1 点，スペル 1 点）であった。プレの 2 回目

では，学習に要した時間は 25 分で，チェック

テストの結果は 4 点（意味 3 点，スペル 1 点）

であった。ポストの 1 回目では，学習に要した

時間は13分で，チェックテストの結果は5点（意

味 5 点，スペル 0 点）であった。ポストの 2 回

目では，学習に要した時間は 8 分で，チェック

テストの結果は 4 点（意味 4 点，スペル 0 点）

であった。

まず，所要時間について比較してみると，ポ

ストの 1 回目はプレの 1 回目と比較して約半分

になっている。同様に，ポストの 2 回目はプレ

の 2 回目と比較して約 3 分の 1 になっている。

一方で，チェックテストの結果はプレの合計が

6 点であり，ポストの合計は 9 点であった。し

たがって，単語カードを用いて流暢性に重点を

置いた反復学習をすることで，英語が苦手な高

校生であっても，短時間でより多くの英単語が

覚えられることが示唆された。しかし，意味問

題と比較してスペル問題では得点が下がってお

り，流暢性に重点を置いた反復学習スキルの効

果は書字問題には般化しにくい可能性も示唆さ

図 4 プレ・ポストの学習効果と所要時間の比較



− 42 −

教職研究　第 30 号（臨時増刊） （2018）

れ，菅佐原・山本（2006）と同様の課題が残っ

たと言える。

英単語学習方略使用尺度得点と英語自己効力

感尺度得点の結果について，図 5 に示す。英単

語の学習スキルの使用について，プレでは 11

項目の合計得点は 20 点であり，ポストでは 43

点であった。プレにおいては，ほとんど学習ス

キルが使用されていないことがわかる。実際に，

B が覚える作業をしているのを観察している

と，10 単語全てを 10 回ずつ書き，それが終わっ

た時点で覚えたと申し出ていた。2 回目も同様

であった。つまり，50 分かけて英単語を計 200

回書いたことになり，その割には学習成果が得

られず，これを続けていると学習意欲の低下に

つながるものと考えられる。

一方で，ポストで用いられた学習スキルの内

容を見てみると，「2. 発音が何か別の言葉（例

えば日本語のある言葉）に似ていたら，ゴロ合

わせをして覚える」「6. 単語のスペルを頭の中

に印刷の文字ごと浮かぶようにする」「8. 自分

がきちんと覚えられたかどうかを，何らかの方

法でチェックする」「11. 単語のスペルを，ロー

マ字読みで覚える」の項目で高得点であった。

また，「4. 同意語や反意語はまとめて一緒に覚

える」「9. 同一場面で使える関連性のある単語

をまとめて覚える」「10. 一つの単語の色々な

形（名詞形・動詞形）を関連させて覚える」と

いう項目では得点が低かった。石川（2013）の

分類に従えば，「反復」スキルと，それの「モ

ニタリング」スキルを中心に使用し，「体制化」

スキルや「イメージ化」スキルについては基本

的なスキルの使用に留まった。原因として，セッ

ト B の単語の中で同意語や反意語，一つの単

語の色々な形が含まれていなかったことが考え

られるが，同一場面で使える単語（たとえば，「お

金」を「支払う」など）は含まれていたにも関

わらず，そのスキルはあまり使われなかった。

これは，予備的な知識のない者にとって体制化

スキルの使用が難しいという市川（1998）の指

摘を支持する結果であると言える。

英語に対する自己効力感については，プレで

8 項目の合計得点は 8 点であり，ポストでは 15

点と上昇していた。満点が 40 点であることを

考えれば，まだまだ低い点数であると言えるが，

それでも多少の上昇が認められた。岡田（2007）

や下地・丸山（2009）では学習スキルの教授が

学習意欲の向上と関連していたが，本研究の結

果から学習スキルの教授が当該教科の自己効力

感の上昇にも寄与する可能性が示唆された。

図 5 プレ・ポストの英単語学習方略使用尺度得点と

英語自己効力感尺度得点の比較

２．授業における展開

本研究の最終的な目的は，高校中退予防のた

めの学習スキルの集団授業である。そのため，

本研究のように単語カードを途中まで作る場

合，クラスの人数分を教科担当が作成する必要

が出てきてしまい，その負担を勘案すると現実

的ではなくなってしまう。つまり，最終的に単

語カードを学習スキルとして生徒たちが使用す
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る場合は，生徒たち自身で正確に単語カードが

作れなければならない。英語が苦手な生徒たち

が単語カードを正確に作成して利用するとなる

と，本研究で実施した手続きよりも学習へのコ

ストが高くなる可能性があり，それでも学習成

果が上がるのか検討する必要があると考えられ

る。

研究２

方　法

１．実施時期と時間

2016 年 9 月に実施した。調査全体で要した

時間は 3 時間程度であった。

２．研究協力校と実施場所

首都圏に位置する公立の全日制高校である C

高校に協力を依頼し，C 高校内の教室を使用し

た。C 高校は進学率が卒業生の約半数を占める

中堅校である。

３．研究協力者

C 高校を通して，研究 1 と同様の方法で募集

を行った。その結果， 3 名の応募があった。し

かし，2 名は当日不参加であったため，1 名（以

下 D）のみの参加となった。

４．倫理的配慮

研究 1 に同じ。

５．実験デザイン

研究 1 に同じ。

６．設定した学習スキル

研究 1 に同じ。

７．使用した教科書と英単語

C 高校で使用している英語の教科書で，9 月

以降に学習する範囲から，未習得の 20 単語を

D 自身に選択してもらい，それらを対象とした。

そして，選択された 20 単語をランダムに 10 単

語ずつ２セット（セット A，セット B）に配分

した。セット A で用いた英単語は「reflective

（反射する），principle（原理），pound（強く

打 つ ），energy（ 精 力 ），oven（ オ ー ブ ン ），

absorb（吸収する），mirror（鏡），gas（気体），

electricity（電気），panel（羽目板）」であった。

セット B で用いた英単語は「modification（修

正），Senegal（セネガル（国名）），suit（適す

る），observe（観察する），construct（組み立

てる），ray（光線），indicate（示す），bill（請

求書），direct（真っ直ぐに），expect（予期する）」

であった。

 

８．手続き

1） プレ（ベースライン）　　セット A の 10 単

語について，D のいつも通りの勉強方法で

覚える時間をとった。一通り覚え終わった

ところで申し出てもらい，チェックテスト

を 1 回実施した。

2） 介入：単語カードの自分自身での作成と学

習スキルの教授　　単語カードの作成方法

について教示した。作成方法および暗記法

に関する教示は，研究 1 と同様であるが，

単語カードの作成は，本人が教科書から転

記し，辞書で意味を調べ作成した。
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3） ポスト　　セット B の 10 単語について，教

授した学習スキルを使って英単語を覚える

時間をとった。手続きはプレ（ベースライン）

と同じである。

９．調査内容

調査内容は，研究 1 と同様に学習効果の測定，

使用した学習スキルの測定，英語に関する自己

効力感の測定であった。

結果と考察

プレとポストのチェックテストの結果を図 6

に示す。プレのチェックテストの結果は 6 点（意

味 2 点，スペル 4 点）であった。ポストのチェッ

クテストの結果は 2 点（意味 0 点，スペル 2 点）

であった。

意味問題におけるエラーについて分析を行う

と，プレテストにおけるエラーは空欄で，単語

の記憶を保持することができていなかった。ま

た，ポストテストにおけるエラーでは，5 問中

4 問は回答しているもののそれらは誤答であっ

た。このことは，記銘した単語は記憶としては

保持できていたものの，再認においてエラーが

生じており，記憶の精緻化が十分でなかったこ

とを示していると言える。すなわち，単語カー

ド学習による効果はより繰り返しの回数を増や

し，流暢性を高めることでより成果を挙げられ

る可能性があると言えよう。

またスペル問題におけるエラーについて

は，プレテストでは空欄で記憶自体を保持

することができていなかった。ポストテス

トにおけるエラーでは，既習の単語の誤答

（direct → s
マ マ

meart）や空欄が多く，正答できた

のは 3 ～ 4 文字で構成された単語であった。こ

れらの結果から，D がスペルの記憶において

は，書くことで覚える学習スキルをすでに獲得

していたと考えられる。そして，新規な方法と

して獲得した「単語カード」学習が，すでに獲

得済みの学習スキルの実行を阻害したため，学

習効率が下がったものと考えることができるだ

ろう。

英単語学習方略使用尺度得点と英語自己効力

感尺度得点の結果について，図 7 に示す。英単

語の学習スキルの使用について，プレにおいて

11 項目の合計得点は 55 点満点中 38 点であっ

た。ポストでは 51 点であった。

内容を見てみると，「4. 同意語や反意語はま

とめて一緒に覚える」（1 点→ 5 点）「10. 一つ

の単語の色々な形（名詞形・動詞形）を関連さ

せて覚える」（1 点→ 3 点）「9. 同一場面で使え

る関連性のある単語をまとめて覚える。」（3 点

→ 5 点）などほとんどの項目で増加があった。

一方で，「1. まだ覚えていない単語や自信のな

い単語を重点的に覚える」（5 点→ 4 点）「6. 単

図 6 プレ・ポストの学習効果の比較
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語のスペルを頭の中に印刷の文字ごと浮かぶよ

うにする」（4 点変化なし）という項目では得

点が低下，もしくは変化がなかった。

石川（2013）の分類に従えば，「反復」スキ

ルや「イメージ化」スキルについてはすでに獲

得されていたことに加え，介入によって「体制

化」スキルが形成されたことになる。しかし，

その負荷から「モニタリング」スキルが低下し

たことが示唆された。これは，体制化スキルの

使用の難しさを支持する結果と言えるだろう。

英語に対する自己効力感については，プレに

おいて 8 項目の合計得点は 40 点満点中 15 点で

あった。ポストでは16点であった。本介入では，

研究１と比べ比較的高い効力感を示していたこ

とや，すでに獲得済みのスキルがあり，より高

度なスキルの獲得が求められたことなどから，

短期間の介入では十分な上昇に繋がらなかった

ものと考えられる。

図 7 プレ・ポストの英単語学習方略使用尺度得点と

英語自己効力感尺度得点の比較

総合考察

１．学習スキル教授が果たした効果について

本研究では，英単語学習における学習スキル

として単語カードを用いた反復学習を用いて，

その効果の検証を行った。その結果，学習スキ

ルがほとんど獲得されていない高校生において

は，学習成績の向上と学習にかかる時間の短縮

が見られ，単語カードを用いた学習の流暢性を

高める介入が学習効率を高めることを示すこと

ができた。このことは，学習の流暢性を高める

学習スキルを獲得させることが，短時間で学習

成果を高めうることを示しており，特に学習に

負担を感じやすい児童生徒にとっては，有効な

方略であると考えられる。

一方で，すでに英単語学習における学習スキ

ルとして，反復学習やセルフモニタリングを用

いて行うことができている高校生においては，

学習成績の向上は見られなかった。このことは，

より高次なスキルである認知体制化などの意味

理解スキルにおいては，学習上の成果を出すに

あたり，低次なスキルである反復学習スキルや

イメージ化スキルより多くの試行の反復と時間

が求められることが考えられる。このことは堀

野・市川（1997）や赤瀬・上西（2011）の示す

結果を支持するものと言える。学習スキルの獲

得と拡大を目指すときに，個人ごとの特性や既

に獲得されているスキルの確認といった，個別

的な調整の必要性が示唆された。

２．今後の課題

授業としての展開および他の教科による検討

が課題として挙げられる。本研究の最終的な目

的は高校中退の普遍的予防のための学習スキル

授業の開発であり，今回のような個別形式での

授業ではない。研究 2 では集団授業でも対応で

きるように「生徒自身で単語カードを作成する」

ということを試みたものの，効果を上げること

はできなかった。今後は集団形式の授業でも教

授，実践が可能な学習スキルの検討が望まれる。
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たとえば，今回のように単語カードを作成する

のではなく，小栗（印刷中）のように短冊形式

のツールを用いて流暢性を確保する方法も考え

られよう。短冊形式であれば，プリントを半分

に折るだけで作成可能であり，単語カードのよ

うな作成の手間がかからない。単に学習スキル

の効果だけを検討するのではなく，高校中退予

防のプログラムとして実行可能な手段を検討し

ていくことが望まれよう。

最後に，先行研究においては，すでに述べた

ように英単語や漢字，数学などを題材とした学

習スキルの検討が多く，社会や理科といった教

科での検討はほとんど見受けられない。高校中

退予防を目的とした場合，各教科である程度の

成績をとる必要性があるため，これらの教科に

おける学習スキルの教授効果も，今後の検討が

期待されるところである。
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