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What is ?

interactive Blended English Language Learning Enhancement system

will be released in Sept, 2019



What is  iBELLEs ?

教員と生徒・学生間で双方向のやり取りをするための「電子教科書」を提供する
eラーニングシステム

• 対面式の英語授業で、教員は瞬時に生徒・学生の学習過程を目視でき、より良い
授業運営につなげることができる

• 生徒・学生は、教室内外から、教員に向かって自分の学習過程を送り届けること
ができる

• 教員・研究者は授業の後に、学習データを分析して、より良い指導法や教材の開
発につなげることができる



発想の原点

教員と生徒・学生の間で常に生じている「不幸なすれ違い」を克服しよう！

[教員] ここは分かっているだろうから、別のところ、次のところを教えよう

[生徒・学生] ここが分からないのに... ここを教えてほしいのに...

[教員] この項目は知らないだろう、分かっていないだろう、だから重点的に...

[生徒・学生] そんなこと、知ってますから.. .分からない方を教えて...



発想の原点

「1対多」で対面式英語教育をする教員にとって、一人一人の生徒・学生
との間で、「すれ違いがないか」を確認しているひまはない

「瞬間的に、直感的に、クラス全体の傾向を把握できないだろうか?」
↑

これがiBELLEs開発の原点



背景となる考え

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、こう書き間違ったのか? 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ない (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



背景となる考え

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 >>>



背景となる考え

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る

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

ている



背景となる考え

使い方は簡単

[生徒・学生]

教員が定義したマーカー

の色(赤・青・黄)を使い分

けて、教材テキストに

ハイライトをして

提出するだけ



背景となる考え

使い方は簡単

[生徒・学生]

教員が定義したマーカー

の色(赤・青・黄)を使い分

けて、教材テキストに

ハイライトをして

提出するだけ



背景となる考え
使い方は簡単

[教員]

受け取ったハイライト色の濃淡で学習者からの情報を即座に視認





何を目指すシステムなのか

真正のTOEFL ITP®テスト素材をはじめとする、さまざまな英語教材や、
学習者が産出した素材などを用いて、生徒・学生のメタ認知的な負担を
低減し：

① 教員と学習者の間のギャップを埋め
② 読解や聴解のプロセスをできるだけ可視化

することを目指したシステム



何を目指すシステムなのか

③ さらに、この機能を利用し、教員それぞれの指導の流れの中に
iBELLEsを有効に組み入れることによって:

学習者に読解用・聴解用の教材に対してアクティブに取り組む姿勢
を育てることができる

→ この姿勢を「書く・話す・プレゼンする」 という発信的な能力の訓練に

活かすことができる （後ほどの実践例で紹介）

「active perceptionからactive productionへ」というサイクルを支援



積極的(アクティ
ブ)な関わり (テ
キスト, リスニング
スクリプトなど)

積極的(アク
ティブ)な産
出 (サマリー、
発表原稿など) 

学習者による
アノテーション

教員選定の英語教材(読
解文章, リスニングスク

リプトなど)

学習者産出の素
材 (エッセイ, 

サマリー, 発表
原稿など)

共通の英語教材
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1. iBELLEsを使ったハイライト
2. ペア/グループ学習
3. 個別/ペア/グループ学習
4. 教材選定とアップロード
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              homes were lit with tallow candles 

   or with a lamp of the kind used in
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iBELLEsを
用いたアク

ティブラーニ
ング循環



さらに、 では：

「教員サークル」という機能を実装し、ペアやグループでアクティブに学習
する生徒・学生と同様に、教員コミュニティとしてのサークルを構成して、
著作権などのマテリアル管理に注意しながら、共通教材への注釈のつけ
方、学習者からのデータの分析の仕方、より良い教材選定や開発、等々
にむけた協働が実現される

「デジタル教科書」の活用や、教員独自開発のマテリアルまで、学年やレ
ベルに応じた教材提供を目指すことができる



iBELLEs+での「教員サークル」の概念

招待

• 既存教材の改良や新教材の開発
• より深い学習プロセスの理解のための

学習者ハイライト情報の解釈や解析手法の確立
• より高いスキルを持った教員になるための意見・情報交換

等が可能となる

iBELLEs+ では「教員サークル」というスキームを採用

「教員サークル」では教材や注釈、学習者からのハイライト情報などが
共有される。 これによってサークルメンバー間で：

非承認者拒否

参加

著作権等保護

「サークル」外の
教員

「サークル」内の
教員

教材・ハイライト
情報の共有
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管理者



では、提供する教材の種類やレベルは問わない

高大接続に向けた英語教育改革の取り組みの中で、現在iBELLEs, 
iBELLEs+では、TOEFL ITP® Assessment Series等の真正マテリアルを
利用中

信頼性と妥当性の高いマテリアルを使用することにより、授業の実践評
価の質が担保されるし、なにより学生の「喰いつき」が違う

TOEFLテストを活用することの意義について→ 根本斉氏のプレゼン
iBELLEsを発信型技能用養成に活用する実践例→ 山口高領先生のプレゼン

（岡田担当部分ここまで）



TOEFL iBT ® •     TOEFL ITP ® •     TOEFL Junior ® •     TOEFL® Primary™ Tests

EFLコンテンツ中心の高大接続
のためのeラーニングシステム
iBELLEs+

Copyright © 2017 by Educational Testing Service.  All rights reserved. ETS, the ETS logo, TOEFL, TOEFL IBT, TOEFL ITP and TOEFL JUNIOR are registered trademarks of 

Educational Testing Service (ETS) in the U.S. and other countries.  TOEFL PRIMARY is a trademark of ETS.  All other trademarks are the property of their respective owners. 

一般社団法人CIEE国際教育交換協議会

根本 斉



CIEEについて

• 米国に本部を置く非営利教育団体
1947年設立以来アメリカ他世界各国においてGlobal 
Citizens/グローバル社会に貢献できる人材を育成

• CIEE Japan：1965年設立

- 青少年交流

- TOEFLテスト日本事務局

< Mission of CIEE >

“To help people gain understanding , acquire 
knowledge and develop skills for living in a 
globally interdependent and culturally diverse 
world“

Copyright © 2018 by Educational Testing Service.  All rights reserved. ETS, the ETS logo, E-RATER, TOEFL, TOEFL IBT, TOEFL ITP, TOEFL JUNIOR and TOEFL Go! are registered trademarks of
Educational Testing Service (ETS) in the U.S. and other countries.  SPEECHRATER and TOEFL PRIMARY are trademarks of ETS.  All other trademarks are the property of their respective owners. 



• 米国ニュージャージー州にある非営利教育団体

• TOEFL®テスト、TOEIC®テスト、TOEFL Junior®テス
ト 、TOEFL Primary®テスト、

GRE®テスト、米国における教員資格テスト、各州の

アセスメントテスト等を企画・開発・運営

• 教育専門家、言語学者、統計学者、心理学者

など4000名以上のスタッフを擁する

世界最大のテスト開発・研究機関

Copyright © 2018 by Educational Testing Service.  All rights reserved. ETS, the ETS logo, E-RATER, TOEFL, TOEFL IBT, TOEFL ITP, TOEFL JUNIOR and TOEFL Go! are registered trademarks of
Educational Testing Service (ETS) in the U.S. and other countries.  SPEECHRATER and TOEFL PRIMARY are trademarks of ETS.  All other trademarks are the property of their respective owners. 

TOEFL®テスト主催団体
Educational Testing Service (ETS)

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%A4%E3%83%AB:ETS_Lord_Hall.jpg
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日本における２つのTOEFL®テスト



TOEFL®テストの測定する英語力

英語を母語としない学習者が高等教育機関（主に大学、大学院）

において英語を使って学ぶ時に必要となる英語力を測定する

The purpose of the TOEFL iBT test is to evaluate the English proficiency of 

people whose native language is not English. The TOEFL iBT scores are 
primarily used as a measure of the ability of international students to 
use English in an academic environment. 
To quote the original TOEFL® framework document (Jamieson, Jones, 
Kirsch, Mosenthal, & Taylor, 2000, pp.10–11):
“The purpose of the … test will be to measure the communicative 
language ability of people whose first language is not English … The test 
will measure examinees’ English-language proficiency in situations and 
tasks reflective of university life … ” where instruction is conducted in 
English.
TOEFL iBT Research Insight, Volume 1 

https://www.ets.org/toefl/research/ibt_insight_series



TOEFL®テスト 変遷と実績

採用状況
約130か国、10,000以上の大学、短大、団体等
日本国内では300以上の団体がスコア受取団体として登録済

形式進化
ぺ―パー版/PBT（1964～）→コンピューター版/CBT
（1998～2006）→インターネットで問題を配信し、４技能
を測定できるiBT（2005年～ ）へ進化

＜詳細はTOEFL Test Taker Guideをご参照ください＞

https://www.cieej.or.jp/toefl/toefl/data.html

実施実績

－1960年代から累計3,500万人以上が受験
－最も実績あるアカデミックテスト
－日本におけるCBT実施以降のTOEFLテスト受験者は100万

人超（CBT形式の英語試験として最も大きな受験実績）
－受験者の90％以上が第1もしくは第2希望の大学に進学



TOEFL iBT®テスト問題構成

セクション 問題数 時間 スコア

Reading 3–4 パッセージ 60–80分 0–30

Listening
会話：1題
講義：2題

60–90分 0–30

休憩10分（この間は問題を進めることができません）

Speaking
2 Independent Tasks
4 Integrated Tasks

20分 0–30

Writing
1 Integrated Task
1 Independent Task

20分
30分

0–30

Total - 4–4.5時間 0–120

2-3セット

Copyright © 2018 by Educational Testing Service.  All rights reserved. ETS, the ETS logo, E-RATER, TOEFL, TOEFL IBT, TOEFL ITP, TOEFL JUNIOR and TOEFL Go! are registered trademarks of
Educational Testing Service (ETS) in the U.S. and other countries.  SPEECHRATER and TOEFL PRIMARY are trademarks of ETS.  All other trademarks are the property of their respective owners. 



TOEFL ITP®テスト問題構成
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TOEFLテスト活用状況
大学入試におけるTOEFL iBT®テストスコア利用状況

活用校数 国立 公立 私立

219 42 24 153
（有効回答数：509校）

2012/2013年

（有効回答数：547校）

2015/2016年

活用校数 国立 公立 私立

257 54 21 182

*TOEFL iBT®テストスコア利用実態調査について

当協議会では全国の国公私立大学（約750）と全国都道府県および政令指定都市の教育委員会（67）を対象にTOEFL iBTテスト
スコアの利用状況に関する調査を定期的に実施し、下記Webサイトでその調査結果を報告している。

https://www.toefl-ibt.jp/toefl_library/resource/index.html#pagelink05

2018/2019年
活用校数 国立 公立 私立

337 62 30 245
（有効回答数：560校）

一般 AO 推薦

51 123 178

【入試形態別】

一般 AO 推薦

11 80 130

【入試形態別】

一般 AO 推薦

133 158 191

【入試形態別】

https://www.toefl-ibt.jp/toefl_library/resource/index.html#pagelink05


活用校数 国立 公立 私立

11 0 0 11

2012/2013年

2015/2016年

2018/2019年

一般入試におけるTOEFL iBT ®テストスコア利用状況

活用校数 国立 公立 私立

51 8 2 41

活用校数 国立 公立 私立

133 16 4 113
※出典：TOEFL iBT®テストスコア利用実態調査報告書（2012、2015、2018年実施）

TOEFLテスト活用状況

https://www.toefl-ibt.jp/toefl_library/resource/index.html#pagelink05
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◼ 活用校※

（国立大学）秋田大学、埼玉大学、千葉大学、東京海洋大学、金沢大学、福井大学、大阪教育大学、広
島大学、山口大学、九州大学、九州工業大学、佐賀大学、長崎大学、宮崎大学、鹿児島大学

（公立大学）秋田県立大学、国際教養大学、大阪市立大学、兵庫県立大学

（私立大学）札幌学院大学、千歳科学技術大学、北海学園大学、いわき明星大学、東日本国際大学、筑
波学院大学、国際医療福祉大学、共愛学園前橋国際大学、高崎健康福祉大学、獨協大学、日本医療科学
大学、江戸川大学、開智国際大学、川村学園女子大学、神田外語大学、敬愛大学、千葉科学大学、千葉
商科大学、明海大学、麗澤大学、関東学院大学、文教大学、青山学院大学、桜美林大学、学習院大学、
共立女子大学、工学院大学、国際基督教大学、国士舘大学、駒澤大学、実践女子大学、順天堂大学、白
百合女子大学、聖心女子大学、聖路加国際大学、専修大学、創価大学、大正大学、中央大学、帝京大学、
デジタルハリウッド大学、東海大学、東京音楽大学、東京都市大学、東京理科大学、東洋学園大学、日
本大学、文京学院大学、法政大学、武蔵大学、武蔵野大学、明治大学、明治学院大学、立教大学、富山
国際大学、金沢星稜大学、北陸大学、身延山大学、山梨学院大学、松本歯科大学、金城学院大学、中京
大学、名古屋外国語大学、名古屋商科大学、南山大学、皇學館大学、四日市大学、京都外国語大学、京
都精華大学、京都ノートルダム女子大学、京都文教大学、花園大学、立命館大学、大阪経済法科大学、
大阪歯科大学、関西大学、関西外国語大学、四天王寺大学、太成学院大学、羽衣国際大学、梅花女子大
学、桃山学院大学、桃山学院教育大学、大手前大学、関西国際大学、神戸海星女子学院大学、神戸女学
院大学、神戸親和女子大学、奈良大学、吉備国際大学、山陽学園大学、エリザベト音楽大学、広島国際
学院大学、広島修道大学、広島女学院大学、至誠館大学、梅光学院大学、高松大学、西南学院大学、日
本経済大学、長崎国際大学、崇城大学、別府大学、立命館アジア太平洋大学、宮崎国際大学、沖縄キリ
スト教学院大学

（都道府県別50音順） ※非公表希望大学除く
※センター試験利用入試除く
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一般入試におけるTOEFL iBT ®テストスコア利用大学（2018/2019)

TOEFLテスト活用状況



大学名 学部 利用方法 基準スコア

大阪教育大学 教育学部 加点 65/80

山口大学 国際総合科学部 加点 45/65/80

九州大学 共創学部 みなし得点 60/70/80

兵庫県立大学 国際商経学部 試験免除 42/72/95

千歳科学技術大学 理工学部 得点換算 32-70/71-99/100

青山学院大学 地球社会共生学部 出願要件 50

桜美林大学
グローバル・コミュニケー
ション学群

得点換算 42-71/72

立教大学 理学部 試験免除 42

松本歯科大学 歯学部 加点 42/72

名古屋外国語大学 全学部 加点 72

◼ 活用例

一般入試におけるTOEFL iBT ®テストスコア利用方法（2018/2019)

TOEFLテスト活用状況



活用例

活用校数（大学） 国立 公立 私立

232 59 23 150
有効回答数：519校

大学名 学部（学科他） 基準スコア

北海道大学 全学部 71（最大４）

お茶の水女子大学 全学部 72（4） /   92（12）

愛知教育大学 教育学部 60（1） / 68（2） / 76（3） / 84（4）

宮崎大学 工学部 70-78（4） /   79（8）

学習院大学 国際社会科学部 75（2）

東京薬科大学 生命科学部 80（4） /   100（8）

名古屋外国語大学 外国語学部（英米語学科） 60-79（4）/ 80-99（6） / 100（8）

沖縄国際大学 全学部 48（4） /   68（8）/   92（12）

*2018年CIEE TOEFL iBT ®テストスコア利用実態調査に基づ
く。報告書は2018年12月頃にCIEE Japan Webサイトにて
公開予定

TOEFLテスト活用状況

大学単位認定におけるTOEFL iBT ®テストスコア利用（2018)



日本におけるTOEFL®テストコンテンツの活用

TOEFL ITP®テスト

年間受験者数：２０万〜22万人

これまでの日本での受験者数は３００万人以上

・米国外唯一の現地出版公式ガイド

「TOEFL ITPテスト

公式テスト問題＆学習ガイド」（2012年研究社刊）

・eラーニング

iBELLEs・iBELLEs＋上での学習教材としての活用



eラーニングにおける
TOEFL®テストコンテンツの活用

＜iBELLEsによる学習教材としての活用＞

既出のTOEFL ITPテスト及び旧 TOEFL PBTテスト
の公開された過去問題を用いた学び

＊ TOEFL ITPテストの全学的な実施、アカデミッ
クで厳正な題材を用いた英語学習 → 目標・学
習・評価の一貫性

＊EAP-English for Academic Purposes の体得

＊ Active Learning を促進する機能
35



© Takeshi Okada
学生画面 (教員の定義と指示を受けて)

未知単語(unknown words)を赤色でハイライト中



© Takeshi Okada
学生画面 (教員の定義と指示を受けて)

未定着単語(partially-known words)を水色で
ハイライト中



© Takeshi Okada

学生画面 (教員の定義と指示を受けて)
トピックセンテンスを黄色でハイライト中



© Takeshi Okada教員画面 数十名の学生の黄色ハイライト部分(キーセンテンス)の視認
色が濃いほど多くの学生がハイライト
画面下の棒グラフで正確な位置と当該単語とハイライトした人数がク
リックで表示



iBELLEsによる実践
個人のワーク（内容を読む、単語を調べる等）

グループワーク①：個人ワークの成果をお互いに話し合う、

比較する、意見を言う・・最終的にそのグループの意見を統合

してグループとしての意見にまとめる

グループワーク②：グループ同士での成果の発表、Ｑ＆Ａ、評価

iBELLEs＋による実践
Listening :音声データの活用

Writing : ETSの開発した自動採点システムe-rater を使ったライティング指導ツー
ル “Criterion” を併用したパラグラフライティング学習

iBELLES+とTOEFL®
ITPテストコンテンツ



iBELLEsによる実践

グループディスカッション、ピアレビュー、

「アクティブラーニングの実践」

マーカー機能による色分けと集計

「学習者の 分かる・分からない の可視化」

iBELLEs＋による実践

音声データの活用、パラグラフライティング

「発信型技能（スピーキング、ライティング）の習得」

iBELLES+とTOEFL
®
ITPテストコンテンツが

可能にするもの



ピアレビューによる英語口頭発表原稿作成活動
iBELLEsをライティングのピアレビューに効果的に使用する

可能性を探る

立教女学院短期大学 山口高領



本日の発表概要1

• 発表者が大学生に対して行った授業実践の一部を紹介しながら、
英語原稿作成力育成のための活動としてのピアレビュー活動に
対する学生の感じた有用性を報告

• 対象大学生：2018年度秋学期；東京の私立大学における必修の
英語授業2クラス；各約30名の履修生；同程度の英語力

• クラスA(30名の1年生；22名の報告) クラスB(29名;1名のみ2
年生；29名中24名の報告)

• 教育研究倫理上の配慮：最終授業に実施したアンケートにて、
本報告での分析対象として回答や授業内成果物を利用してよい
許可をもらったもののみ報告する



本日の発表概要2

• 教室環境：CALL教室使用；LMSも使用

• 対象授業の目的：英語での口頭発表力養成；その目的のため
に、原稿作成力の育成；原稿作成力の育成のためにピアレ
ビューを通じた読解活動

• ピアレビュー採用の理由：他の学生に関心；書いたものが通じ
ないという経験の乏しさ

• 対象大学は春学期・秋学期それぞれが、週1回100分の授業を14
回行う制度を採用

• 対象学生のほとんどは、春学期でも担当した学習者；春学期で
は口頭での英語会話力の育成を支援した



秋学期の授業内容

• 第1回(9/25, 26) 初回授業で授業目的と「香港杯」を紹介

• 第2回から第6回まで スピーチサンプルの練習・発表内容の検討

• 第7回(11/13, 14) 日本語と英語の各原稿提出（第8回までに提出）

• 第8回(11/20, 21) ピアレビュー実施（第9回までに提出；任意課題：他の人の文章に対

する改善案も含めたコメント）

• 第9回(11/27, 28) レビュー結果（コメントやハイライト）を各学習者に伝達；原稿の

再検討；レビュー結果についての感想提出（第10回までに提出）

• 第10回(12/4, 5) クラス内発表（レビューをされていない学生対象）

• 12/10 「香港杯」予備審査締切日

• 第11回(12/11, 12) クラス内発表1回目A 他の学生へのコメント

• 第12回(12/18, 19) クラス内発表1回目B 他の学生へのコメント

• 第13回(1/8, 9) クラス内発表2回目A 他の学生へのコメント

• 第14回(1/15, 16) クラス内発表2回目B 他の学生へのコメント；アンケート実施



香港杯1

• 香港杯 全日本大学 学生大使 英語プログラム 2018-2019

• https://www.yomiuri.co.jp/adv/hongkongcup2018/

• 主催：香港特別行政区政府 駐東京経済貿易代表部

• 共催：ジャパン・ニューズ

• 後援：外務省、文部科学省、読売新聞東京本社



香港杯2

• 2部構成：12/10締切の予備審査；1/19開催の最終審査会

• 予備審査申込みのために学生が送るもの：英語で３分間の発表
要旨を録音したデータ；パワーポイント５枚以内のスライド

• 以下の3つの発表テーマのどれかを選ぶ

• １.ビジネス：香港の製品・食品・サービス・習慣を日本に売り
込む

• ２．文化：文化交流を促進する大学共同イベントやプログラム

• ３．観光：日本の大学生向けの香港ツアープログラム



第8回(11/20, 21)

• ピアレビュー実施

• 第9回までに提出してよいことにした

• 任意課題：他の人の文章に対する改善案も含めたコメント

• クラスA：iBELLEs使用 iBELLEs上で表示させる事前の編集作業

• クラスB：iBELLEs非使用；ワードを使って、ハイライトやコメント
を入力させた

• 赤ハイライト（理解しにくい・理解不能な箇所）

• 黄色ハイライト（英語の表現で勉強・参考になる箇所）

• 青ハイライト（内容が面白い箇所）



第9回(11/27, 28)

• レビュー結果（コメントやハイライト）を各学習者に伝達

• 原稿の再検討

• レビュー結果についての感想提出

• 第10回までに提出してよいことにした

• クラスA：iBELLEs使用

• クラスB：iBELLEs非使用 発表者が、集めたワードファイル
を編集して、各学習者に渡した



iBELLEs使用してレビュー結果を伝達



iBELLEs使用してレビュー結果を伝達



iBELLEs使用してレビュー結果を伝達



教員から見るiBELLEsを使ったピアビュー
活動

• ワードを使った場合、学習者は他の各学習者一人ひとりからの
結果を閲覧できるが、それらの結果を統合して解釈する必要

• iBELLEsを使った場合、他の各学習者の結果が統合されて見れ
る

• ワードを使った場合、ある文字列に対して、複数の色のハイラ
イトを施すことはできないが、 iBELLEsを使った場合、可能



アンケート結果：クラスA（iBELLEs使用）

平均値 標準偏差 度数

• 他の学生に、発表原稿を見てもらうことは有益だった 3.95 1.050 20

• 他の学生の発表原稿を見ることは有益だった 4.15 .813 20

• 他の学生に、赤マーカーを付けたことは自分のためになった 3.75 .786 20

• 他の学生に、黄色マーカーを付けたことは自分のためになった 3.55 1.099 20

• 他の学生に、青マーカーを付けたことは自分のためになった 3.50 1.000 20

• 他の学生に、コメントを付けたことは自分のためになった 4.00 .858 20

• 他の学生に、赤マーカーを付けてもらったことは自分のためになった 4.45 .605 20

• 他の学生に、黄色マーカーを付けてもらったことは自分のためになった 4.00 1.076 20

• 他の学生に、青マーカーを付けてもらったことは自分のためになった 3.95 .999 20

• 他の学生に、コメントを付けてもらったことは自分のためになった 4.55 .686 20

• 赤ハイライト（理解しにくい・理解不能な箇所） 黄色ハイライト（英語の表現で勉強・参考になる箇所）

• 青ハイライト（内容が面白い箇所）



アンケート結果：クラスB（iBELLEs未用）
平均値 標準偏差 度数

• 他の学生に、発表原稿を見てもらうことは有益だった 3.90 .889 21

• 他の学生の発表原稿を見ることは有益だった 4.00 1.049 21

• 他の学生に、赤マーカーを付けたことは自分のためになった 3.43 1.028 21

• 他の学生に、黄色マーカーを付けたことは自分のためになった 3.67 .856 21

• 他の学生に、青マーカーを付けたことは自分のためになった 3.48 .928 21

• 他の学生に、コメントを付けたことは自分のためになった 3.38 1.117 21

• 他の学生に、赤マーカーを付けてもらったことは自分のためになった 3.86 1.153 21

• 他の学生に、黄色マーカーを付けてもらったことは自分のためになった 3.67 1.017 21

• 他の学生に、青マーカーを付けてもらったことは自分のためになった 3.67 .966 21

• 他の学生に、コメントを付けてもらったことは自分のためになった 4.10 1.091 21

• 赤ハイライト（理解しにくい・理解不能な箇所） 黄色ハイライト（英語の表現で勉強・参考になる箇所）

• 青ハイライト（内容が面白い箇所）



考察
• 共通して、有用性を感じるのは、他の学生の原稿を見ること、

コメントをつけてもらうこと（平均4.00以上）

• 断定はできないが、レビューするより、レビューされることに
有用性を感じる傾向があるか

• iBELLEs使用クラスでは、未使用クラスに比べると、有用性を
感じる項目が多いか（平均4.00以上の項目が、5対2項目）

• iBELLEs使用クラスでは、赤ハイライトがまとめて視覚的に提
示されるため、有用性を感じるのか？



end of presentation...
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