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【本日の流れ】

PART I

(岡田毅)

iBELLEsについて

背景となる考え方

開発の短い歴史

iBELLEsでできること、今実践していること

教材の選定とアップロード、アノテーション

リーディング・リスニング過程の「見える化」

設問設定課題とグループ間の相互評価

iBELLEs利用体験

ログインからハイライト付与

情報収集とフィードバック

iBELLEsが広げる可能性

協働学習やクラス外学習への活用

(1)

(2)

(3)

(4)



【本日の流れ】

PART II

(佐藤健)

iBELLEs実践報告

協働学習について

アクティブラーニングについて

(1)

(2)

(3)



【本日の流れ】

PART III

(皆さんで)

iBELLEs FAQ(?)

ディスカッション

後継機iBELLEs++に求められる機能

個別の学習者評価などの問題

(1)

(2)

(3)

(4)



PART I

(岡田毅)

(1) iBELLEsについて

interactive 

Blended 

English 

Language 

Learning 

Enhancement 

system

ロゴは岡田がデザインしました

教員用ロゴ

学生用ロゴ

【iPhoneのマネではありません…】



(1) iBELLEsについて

(1-1) 背景となる考え方

【前置き】岡田の専門は、英語コーパスです。

【経歴】 英語学(統語論)から始まって…英語教員歴が38年になりました。

【Q】 英語コーパスの何が専門？

【A】 コーパスを作る事、コーパスを設計する事です。

コーパスに付加的な情報を与える事、これをアノテーション(annotation)

等と言います。

【Q-2】 どんな種類の付加情報？

【Q-3】 付加情報の種類数は？量は？誰が決めるの？



(1) (1-1) 背景となる考え方

【付加情報の種類】

コーパス本体とは別に管理できる付加情報

コーパスを構成するテキストのメタ情報(出版年、著者、章、頁、などなど)

コーパス本体に埋め込みたい付加情報：

品詞標識、構文標識、意味標識、音声標識、などなど数えきれません

もっとも難しい(?)のが、音声特徴標識と意味標識



(1) (1-1) 背景となる考え方

代表的なannotationとして品詞標識(Part-of-Speech tag)がありますが…

でも、英語に品詞っていくつあるの？

決まっていませ～ん

結局、研究や分析目的によって付加する品詞の粒度(つまりきめの細かさ)が異なり

ますから、品詞の数も種類も変化します。

ここでQuizです

答えは…



(1) (1-1) 背景となる考え方

これが基本的な背景なのです。つまり…

「コーパスへの付加情報は： (1) 分析目的に左右される恣意的な基準」による

(2) 分析者や教育者による「結果」に対する「後付け」解

釈を反映する

「学習者コーパス」(learner corpus)もこの典型です。

(英語)学習者が書いたり話したりした産物に対して、分析者や教育者が(言わ

ば勝手に、「経験と勘」に基づいて、ないしは「良かれと思って」)情報を付加し

ます。



(1) (1-1) 背景となる考え方

難しいのが、エラー標識 EFL学習者の書いたり話したりしたテキストに対する過誤

の種類を示す標識

これは、産出結果に対する「分析者・教育者」の「経験と勘に基づいた」後付け解釈を

反映した付加情報 (eg…)

eg) He went New York last year.

↓

「これは前置詞toを落としたエラー」という標識を与える(?)

しかし[to OMISSION]ではなく、

He visited New York last year.

「動詞選択エラー」という標識 [WORD CHOICE ERROR]も与えることができます



(1) (1-1) 背景となる考え方

外国語学習の評価は、学習者の産出物(production)や結果に準拠するしかない(?)

「なぜ、こう書きか違ったのか？ なぜ、こう言い間違ったのか？」などという質問に答

えられるはずがありません。(もし答えられるのなら、それは相当の上級学習者)

産出するのではなく受容する、つまり読んだり聴いたりする場合の誤解や失敗に対し

ては、産出物すらないのだから、もっと不可視です。

「なぜ、こう読み間違ったのか？なぜ、こう聴き間違ったのか？」などに、答えられる

のなら、そもそも間違わない…



(1) (1-1) 背景となる考え方

つまり、readingとlisteningの評価は、テスト結果によるしかなく、学習者が「どう読んで

いたのか」、「どう聴いていたのか」という過程(process)は深い闇の中…

<<< この深い闇に光を当てようとするのが >>>

まぁ、まぁ…



(1) (1-1) 背景となる考え方

(少しマジメに) 読解・聴解という受容的言語スキルのプロセスを、学習者へのメタ認知的

負荷を極力軽減した形で、ほぼリアルタイムに観察できるツールが

は、コーパスアノテーションの技術を用いて、アノテート対象である共通の

テキスト教材 (つまり読解用のパッセージや聴解用のスクリプト) に、個々の学習者が

リアルタイムに自分の情報を付加していくことを可能にしています。

この意味で、外部からの観察が(fMRIを使ってでもたぶん)不可能な、読解・聴解のプロセス

を教員側に可視化して提供することに成功しています。(後ほど体験して頂きます)



(1) (1-2) 開発の短い歴史 POS tagging & projection  among CLAWS tag sets:
based on the idea of user defined annotation (Okada & Sakamoto 2009)

CATMA (Computer Aided Textual Markup & Analysis)



初代機種 CHAPEL 
(corpus handling and analysis package for e-learning) 

2012年



未知の単語

うろ覚えの単語

キーワード/キーセンテンス
と思うもの

iBELLEsの教員画面： リアルタイム
で(多くの)学習者の読解プロセス
が視認できる

色が濃ければ濃いほど、その箇
所をハイライトした学習者が多い



うろ覚えの単語



学習者によるハイライト情報付与を可能にするシステムiBELLEsに基づいた
動的な授業プラン選択・修正

No

初期プラン
(教員も情報付加)

教員指定のタグ
(ハイライト色)

学習者によるハイライト
(アノテーション)

語彙チェックと訓練
(未知単語とうろ覚え単語
を教員が予測)

英文の段落や文章構造
の説明や解説

全体的な読解
へのヒント

goal

赤色 [未知の単語]

青色 [うろ覚えの単語]

青色 [談話標識など]

黄色 [キーワードやトピッ
クセンテンス]

多い?
Yes

No

多い?
Yes

No

Yes
不適格?

不適格?
Yes

No

end

オンライン辞書
活用の語彙訓練

マルチメディア単
語リスト作成

サンプル文を用
いた談話標識の
理解と訓練

アクティブ・グ
ループ学習

end

動的に変更した
プラン

iBELLEsを用いた学習者
によるハイライト

iBELLEsによる
視認と判断



PART I

(岡田毅)

(2) iBELLEsでできること、今実践していること

岡田の実践事例です。後ほど体験して頂きます。

更なる実践例は佐藤先生からも…



(2) (2-1) 教材の選定とアップロード、アノテーション



(2) (2-1) 教材の選定とアップロード、アノテーション



(2) (2-3) リーディング・リスニング過程の「見える化」



(2) (2-3) リーディング・リスニング過程の「見える化」



(2) (2-3) リーディング・リスニング過程の「見える化」



(2) (2-3) リーディング・リスニング過程の「見える化」



(2) (2-4) 設問設定課題とグループ間評価



(2) (2-4) 設問設定課題とグループ間評価



(3) iBELLEs利用体験

教員側画面からの教材のアップロード、アノテーション作業は時間の関係で割愛します。

お渡ししてあるIDとパスワードでiBELLEs (学生用)にログインしてください。

スクリーンと岡田の音声指示に沿って、カラーペンを持ち換えて「できるだけ自然な速

さで(160wpm)読み進めながら、何か所かの単語や語句をハイライト」してください。

(間違ってハイライトしてしまったら、右クリックで消去できます)

SubmitやRefresh screenボタンを押すタイミングは指示します。

その後、教員画面をスクリーンに出して、皆さんのハイライト傾向を目視してみます。
まずは…お試しあれ。



(3) iBELLEs利用体験



(3) iBELLEs利用体験

Submit ボタンを押してください。

(教員側がハイライト情報を収集している間、少しだけお待ちください。)

実はこの時間を使ってオンライン辞書などで、特に「青のペン」でハイライトした、

「ウロ覚え」の単語を、類義語や例文を活用して定着する訓練もします。

（これは個別学習です)



(3) iBELLEs利用体験

次に、正解と思う選択肢の記号部分(A)-(D)だけを「赤のペン」でハイライトしてください。

(間違ってハイライトしてしまったら、右クリックで消去できます)

Submit ボタンを押してください。

(教員側がハイライト情報を収集している間、少しだけお待ちください。)

この時間に、隣の学習者の画面をのぞきこんで(試験ではありませんので)選んだ選択

肢の相違について話し合うこともできます。

「説明して相手を納得させる」というコミュニケーション技術もそうですし、他人に説明す

ることによって自分の理解が飛躍的に深まる、という効果もあります。



(3) iBELLEs利用体験

また、こんな使い方もできます。

Q34 の設問に答えるために、注目しなければならない部分を：

「黄色のペン でハイライトしなさい」

Submitボタンを押してください。

教員がハイライト情報を収集している時間に、隣の学習者の画面をのぞきこんで、

「黄色で注目した部分」についてディスカッションができます。グループで行うこともでき

ます。

黄色のペン

黄色で注目した部分



(3) iBELLEs利用体験

Refresh screen のボタンを押して、教員があらかじめ施しておいたアノテーションや、設

問に対する正解を確認してみましょう。



PART I

(岡田毅)

(3) iBELLEs利用体験

お疲れ様です。

いかがだったでしょうか？



(4) iBELLEsが広げる可能性

皆さんの新しいアイディアで：本日のPART III への話題提供です。

教材はテキストファイルにできるものなら何でも…

しかし、TOEFL ITP®テストの真正素材への学生の「食い付き」は相当なものです。

これら以外にもauthenticな素材、教員として自由に選定した素材、MOOCやTED Talk

などの動画付き素材など

語彙教材としても、読解教材と

しても、リスニング教材としても





(4) iBELLEsが広げる可能性

1. さまざまな利用可能性を持ったiBELLEsです。

2. 学習者にはほとんど抵抗感がありません。

3. 「何の目的で、どんな素材の、どの部分をハイライトさせるか」がポイントです。

4. これを教員コミュニティで、実践報告や意見交換を重ねながら、iBELLEsの利用可

能性を広げていければと思います。

5. まもなく、後継機種である (iBELLEs Plus) を開発して提供し

ます。

6. iBELLEs Plusに求められる新機能は何か?

→PART IIIでお話し合いができればと思います。



PART II

(佐藤健)

iBELLEs実践報告

Reading & Speaking

Reading＆Writing

Listening & Note-taking

Collaborative writing

協働学習について

新しい学びとは

協働学習とテクノロジー

アクティブラーニングについて

アクティブラーニングと協働学習の違い

実践共同体(Community of Practice)としてのiBELLEs

(5)

(6)

(7)

©Takeshi Sato



PART II

(佐藤健)

iBELLEsを利用した理由

コンピュータ教室がなくても利用できる

機能・インタフェースがシンプル。直感的に利用できる

しかし利用方法は多様

PCでもモバイル機器でも利用可能

あらゆるタスク（特にリーディング）を協働活動に変える

ことができる

(5)

©Takeshi Sato



PART II

(佐藤健)

東京農工大学について

国立大学（×東京農業大学）

2学部（農・工）のみ

女子比率が高い（農50%、工

20%）

TOEFL-ITPを利用

PC教室はなく、BYOD。教室

にてWi-Fi接続可

(5)

©Takeshi Sato



PART II

(佐藤健)

(5-1) Reading & Speaking

大学院修士課程学生を対象とした授業

5名（ベトナム人2人・中国人1人・日本人2人）

授業は全て英語

リーディング課題に協働して解答するタスク

1) EAPに関するチャプターを読む

2) 問いの解答に該当する部分をグ

ループごとに議論しながらハイライ

トを付ける

3) ハイライト結果を踏まえて解説

(5)

©Takeshi Sato



PART II

(佐藤健)

(5-2) Reading＆Writing

学部科目 English Reading（時事英語）

参加者26名（工学部2年）

授業は基本英語だが、日本語利用を妨げない

TOEFL対策を兼ねた設問作成タスク

1) グループごとに時事英語記事を1つ選択

2) iBELLEsを用いて、設問になりうる箇所をハイライト

3) グループごとにハイライト結果を提示

4) 設問を作成し、問題をLMS(Moodle)上にアップ

5)作成した問題をオンライン上で解いてもらう

(5)

©Takeshi Sato



PART II

(佐藤健)

(5-3) Listening & Note-taking

5-2と同じ科目・学生

VOA Newsを用いたリスニング及びノートテイキング

1) ニュースを聞かせて概要を書かせる

2) 再度ニュースを聞かせてノートテイキング

3) 情報構造（既知・新情報）について解説

4) スクリプトを提示して解説

5) 協働してiBELLEsにて既知・新情報をハイライト

6) 結果を表示して解説

7) 再度聞かせてノートテイキング・要約作成

(5)

©Takeshi Sato



©Takeshi Sato

Q: iBELLEsが自身のリーディングによい効果をもたらしたと思いますか



©Takeshi Sato

Q: iBELLEsは使いやすいですか



©Takeshi Sato



©Takeshi Sato

他の人がどんな考えを持っているかというのが視覚的に分かり比較しやすいのでよ
かった。線を引く作業は文構造を理解していないとできないと思うので、長文理解には
向いてると思う。

紙で問題を解くときは下を向いているがPCは前を見ながら問題を解いていたので眠くな
りにくかった。他の人のアプローチを知ることができて問題を解く際の参考になった。

他の人の意見も見ることができて、勉強になる。

他の人の回答状況を視覚的にわかりやすく知り、共有できて、便利だった。しかし、塗っ
た色を消すときに、部分的に消す機能がついてなかった(あるいは気づけなかった)ので、
修正がしずらく不便に感じました。

他の人の回答が見られてよかった。細かく消せないのがよくなかった。



PART II

(佐藤健)

(5-4) Collaborative Writing

テクノロジーを用いた協働活動が最も行われるタスク

まだiBELLEsとの連携は出来ていないが利用可能性は

高い

ペアでエッセイを修正し合うタスク

1) パラグラフのドラフトをGoogle Docsで作成

2) パラグラフをペアで共有し、議論しながら校正

3) 校正の過程を視覚化するツールあり(Yim &  

Warshauer, 2017) : Docuviz & Authorviz

(5)

©Takeshi Sato



PART II

(佐藤健)

(5-4) Collaborative Writing

iBELLEsとの連携

1)エッセイのサンプルをiBELLEsにアップし、重要な箇所

(Topic sentence or Concluding sentence)や表現(On the 

other hand)にハイライトをつけてもらう

2)集計結果を元にエッセイの構造について説明した後、

Google Docsを用いてエッセイを協働で作成してもらう

3)どの程度エッセイ作成に関与したかをDocuviz, 

Authorvizにて検証する

(5)

©Takeshi Sato



PART II

(佐藤健)

(6-1) 新しい学びとは

Personalized

Learner centered

Situated

Collaborative

Ubiquitous

Lifelong 

(Sharples, et al., 2007)

教室での講義から、時間や場所に囚われない協働的

学びへの移行（社会文化的アプローチ）

“Learning as Conversation” (Laurillard, 2002)

(6)

©Takeshi Sato



PART II

(佐藤健)

(6-2) 協働学習とテクノロジー

New Learning New Technology

Personalized Personal

Learner centered User centered

Situated Mobile

Collaborative Networked

Ubiquitous Ubiquitous 

Lifelong Durable

新しい学びとテクノロジーの相性はよい

オンライン上で協働でタスクを行なう過程で、言語その

ものも学ぶことができる (e.g. appropriation)

(6)

©Takeshi Sato



PART II

(佐藤健)

(7-1) アクティブラーニングと協働学習の違い

用語が独り歩き？

アクティブであるべきなのは行動だけではない

（他者に影響を及ぼす）主体として協働活動に参加

共同体内での他者との交流を通して内容・言語共に深

く学ぶ

協働活動を行なうほうが、知識獲得もスムース

(7)

©Takeshi Sato



PART II

(佐藤健)

(7-2) 実践共同体(Community of Practice)としてのiBELLEs(7)

©Takeshi Sato



【本日の流れ】

PART III

(皆さんで)

iBELLEs FAQ(?)

時間の許す限り、何でも

ディスカッション

iBELLEs利用のアイディアを交換できたらと思います。

後継機iBELLEs++に求められる機能

利用方法・利便性・使いやすさ・学習者から見たシステムと

は, etc

個別の学習者評価などの問題

注意を払うべき点…、2020年度入試改革に伴う英語入試を

射程に入れて…

(8)

(9)

(10)

(11)

©Takeshi Sato



PART III

(皆さんで)

長時間にわたってお疲れ様でした。

有難うございました。

連絡先です：

岡田毅 takeshi.okada.a8@tohoku.ac.jp

佐藤健 tsato@cc.tuat.ac.jp

(12)

©Takeshi Sato
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