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要旨 

 

 第二言語（外国語）ライティングにおける「書記訂正フィードバック（WCF：written corrective 

feedback）」研究のうち，学習者や教員が持つWCFに関する態度や行動についての研究では，WCFそ

のものに対する知見はかなり蓄積されてきた。一方，そこではWCFを受けたあとの振り返りや書き直

しを含むひろい意味でのWCFに関する態度や行動についての知見は限定的である。本研究では，WCF

を受けたあとの振り返りや書き直しを説明するための認知モデルを試作，提案した。次いで，WCFそ

れ自体に加えて，WCFを受けたあとの振り返りや書き直しに関する態度並びに行動の実態を，外国語

としての英語（EFL：English as a foreign language）学習者である大学生（N = 45）を対象として，質問

紙を用いて調べた。ここでは，主として，高校時代と大学時代におけるWCF後の振り返りと書き直し

の経験と，WCFエピソード（WCFの種類と書き直しの有無の組み合わせ）に基づいた思考の程度を尋

ねた。その結果，振り返りが大学時代よりも高校時代のほうがなされる傾向にあることや，書き直し

がない場合，WCFについて思考する程度が，書き直しがある場合と比べて，相対的に低いことが明ら

かとなった。最後に，今後の研究の展望と教育実践への示唆について議論した。 



 

 

 

1. 背景と目的 

 

 第二言語（外国語）ライティングの言語的誤りに対する「書記訂正フィードバック（WCF：written 

corrective feedback）」に関する研究は，John TruscottによるWCFを批判する研究（Truscott, 1996; see also 

Truscott, 2007）以降，蓄積されてきた（レビューとして，Abbaspour, 2021; Bitchener, 2019; Li & Vuono, 

2019）。これまでの研究の目的は，学習者や教員が持つWCFに関する態度や行動の実態を把握するこ

とと，WCFの有効性を検証することとに大別できよう。 

 

1.1 態度と行動に関する実態調査研究：WCFの種類に着目して 

 WCFに関する態度と行動の実態を調べるための研究では，主に学習者や教員を対象として，直接訂

正（誤りがある箇所に対して，正しい単語や表現を書き記す）と間接訂正（誤りがある箇所に対して，

下線や挿入などの記号を書き記す）のどちらを好むのかという検討がなされてきた。現在，直接訂正

と間接訂正のいずれかが好まれるということはなく，どちらが好まれるかは学習者や教員が持つ個人

特性（例えば，習熟度，言語分析能力，目標）や社会文化的特性（例えば，学習風土や文化）によっ

て異なるとされている（Bitchener, 2012を参照）。 

 今日，WCFに関する態度と行動の実態についての研究では，いかなる特性がどのようなWCFの種類

を好む要因になっているのかを明らかにすることが重視されることが望ましいだろう。また，実際の

指導時には学習者の個人特性を十分に把握することが重要であるといえよう。ただし，個々人にとっ

て好まれるWCFは異なっているという議論に終始することは避けたい。そのためには，適性処遇交互

作用のように，ある個人特性が強い学習者が特定のWCFを好む一方で，その個人特性が弱い学習者が

別のWCFを好むといったようなところまで議論を落とし込む必要があろう。 

 

1.2 WCFの有効性に関する研究 

 WCFの有効性に関する研究では，ライティングのパフォーマンス（例えば，WCFを受ける前と後の

ライティングの訂正箇所の数）の変化に着目して，WCFの種類による有効性の違いを検証するための

実験が行われてきた。その一つに，直接訂正と間接訂正とのどちらが有効かに関する検討がある（Kang 

& Han, 2015; Lim & Renandya, 2020のメタ分析を参照）。 

 また，近年，WCFの種類だけでなく，WCFを受けたあとの行動の効果に関する議論がなされはじめ

ている。例えば，WCFを受けたあとに書き直しを行わせる効果や（e.g., Ekanayaka & Ellis, 2020; Karim 

& Nassaji, 2020; Shintani, Ellis, & Suzuki, 2014），WCFについて振り返る機会を設けることによる効果

（e.g., Falhasiri, 2021; Suzuki, 2009, 2012; 齋藤・鈴木, 2013; Moradiani, Hossein-Nasabi, & Miriii, 2020）の

検証がなされてきた。 

 このようにWCFの有効性に関する研究では，WCFの種類のみを操作変数とするのではなく，WCF

を受けたあとの行動を含めて，WCFをひろく捉え，その有効性を明らかにしようということが試みら

れている。こういった有効性に関する研究と同様に，WCFに関する態度と行動の実態調査研究におい

ても，WCFそのものに対するものだけでなく，WCFを受けたあとの態度と行動を含めて，その実態を

明らかにすることは重要であろう。このような実態把握は，より詳しくWCFに関する態度と行動を明



 

 

 

らかにすることにつながる。また，もし学習者が振り返りや書き直しを積極的に行わないという傾向

が確認された場合には，彼らの行動を促す指導や，態度育成の必要性を喚起することにも発展しよう。 

 

1.3 態度と行動の実態研究：WCFの種類に関する議論を超えて 

 現在，WCFを受けたあとの態度と行動に関する調査は散見されるのみである（e.g., Chen, Nassaji, & 

Liu, 2016; Han, 2017; 森内, 2017）。例えば，Chen et al.（2016）は，中国人大学生を対象とし，WCFを

受けたあとの行動を調べた。その結果，84.4％（64名中54名）がWCFを読み，すべてのエラーを修正

する（“I will carefully read them, and correct all the errors.”）と回答していたことが示された。このこと

は学習者がフィードバックをただ受け取って終わらせているのではなく，少なくともフィードバック

の内容を確認し，修正していることを意味している。しかしながら，この研究ではどのようにエラー

を注意深く読んでいるのか（振り返っているのか）の具体についてはわからない。 

 次いで，フランス語を学ぶ日本人大学生111名を対象とした森内（2017）は，WCFを受けたあとの

行動について，そこでの行動を細分化した質問項目を用いて，検討した。具体的に，彼女はWCFを受

けたあとに文法書を参考にする程度や，書き直しの有無について調べた。その結果，学習者の8割程度

が見直しを行うものの，文章全体を書き直す学習者は3割程度であることが示された。 

 以上のように，WCFを受け取ったあとの振り返りや，書き直しの程度に関する検討が，少ないなが

らも，なされてきた。しかしながら，その報告数が少ないばかりでなく，研究間で質問項目が異なっ

ていたり，研究の文脈も異なっていたりすることから，何らかの傾向や結論を打ち出すことは難しい。

関連して，これまでの研究では，どのように振り返るかといった，その深度に着目した検討はなされ

てこなかった（see Craik & Lockhart, 1972; Craik & Tulving, 1975）。仮に浅い処理として振り返りがな

されているとすれば，それは振り返りが十分に行えていない可能性もあるという見方ができよう。本

研究では，振り返りにおける処理の水準の深さを以下のように捉え（Figure 1），その実態がどのよう

なものなのかを検討する。このような検討は，WCFに関する態度と行動を詳しく明らかにするために

有意味であり，教育実践における指導を工夫するうえでも有効に機能することが期待される。 

 

1.4 WCF後の振り返りと書き直しを含むWCF認知モデルの提案 

 ここでは，調査の話題に移動する前に，第二言語（外国語）のライティングの学習において，WCF

を受けたあとの振り返りと書き直しを含む認知モデル（WCF認知モデル）を提案する。学習者は，

WCFを受けたあと，そのまま放置する場合もあれば，WCFを受けたあとに振り返りを行う場合もある

し，さらに書き直しを行う場合もあろう。WCF後の行動には，浅い処理から深い処理まで想定される

（see Craik & Lockhart, 1972; Craik & Tulving, 1975）。処理水準仮説（depth of processing）を大約すれば，

浅い処理の場合よりも深い処理の場合のほうが，呈示刺激の定着がよいということがいえる。このモ

デルにおいても，浅い処理よりも深い処理のほうが呈示刺激の定着がなされるということを想定する。 

 WCF後の行動をFigure 1のように整理する。WCF後の行動として，振り返りが挙げられ，ここで浅

い処理と深い処理を想定する。浅い処理として，WCFで得た得点や修正箇所を確認するというものが

挙げられる。次いで，深い処理としては以下のものが挙げられる。例えば，WCF後に参考書等を参照

するかといったレベルのものがある（参考として，森内, 2017）。加えて，WCFを受けてなぜ誤った

のか，自分にはどのようなクセがあるのかについて考えることもありえるだろう（e.g., 自己説明： 



 

 

 

Chi, Bassok, Lewis, Reimann, & Glaser., 1989; Chi, De Leeuw, Chiu, & LaVancher., 1994; McNamara, 2004, 

教訓帰納：Ichikawa, 2005; Seo et al., 2017; 植阪, 2010）。このモデルは，これまでになされた先駆的な

WCFに関する調査研究で検討した振り返りを，より多層的に想定できているという特徴があろう。 

 

 

1.5 研究目的 

 本研究では，以上の議論を受け，WCFを受けたあとの態度と行動について，Figure 1の認知モデル

を参考としながら，より詳しくその実態を明らかにすることを目的として，質問紙調査を行う。 

Note. 図中左にあるFeedbackを始点として，図中のShallow reflectionやDeep reflection，Revisionを経て，ENDに向かう。

Shallow reflectionとして，点数の確認や，訂正箇所を確認すること，全体的な確認が挙げられる。Deep reflectionとし

て，訂正された理由や原因について追及すること，訂正箇所について参考書等を参照して勉強すること，訂正箇所と

関連する箇所について参考書等を参照して勉強することが挙げられる。Route 1がWCFを受け取ったあとに何もしない

というものである。Route 2は書き直しだけをするというものである。Route 3は，浅い振り返りのみをして書き直しを

するというもの，Route 4は浅い振り返りのみで書き直しが伴わないものである。Route 5とRoute 6はそれぞれ深い処

理をして，書き直しをする，あるいはしないものである。浅い振り返りと深い振り返りのいずれかを選択するかによ

ってその後の書き直しがよくなる（学習が進むか）については，実験的検討による証拠がないために，ここで結論す

ることは難しい。一方，処理水準仮説のような深い処理が呈示刺激の定着に浅い処理よりも有効であるという知見に

基づけば，深い処理のほうがその後の書き直しがよくなったり，学習が進んだりすることが予測，保証できよう。 

Figure 1 

第二言語（外国語）ライティングにおいてWCFを受け取ってからの振り返りや書き直しを含む行動

を説明するためのモデル（WCF認知モデル） 



 

 

 

2. 方法 

 

2.1 対象者 

 参加者は，総合大学に所属し看護学や薬学を専攻する大学1年生45名であった。調査当時，彼らは教

養科目としての外国語の授業を履修していた。外国（英語圏）に居住・留学・ホームステイした経験

がないものは41名で，経験があるものは4名であった（1ヶ月以内）。経験があるものが4名いたが，1

ヶ月以内であれば回答に大きな影響を与えないと考え，分析対象とした。 

 

2.2 材料と手続き 

 質問項目は，（1）高校時代と大学時代におけるWCF後行動としての振り返りや書き直しの経験（8

項目，6件法：まったくなかった―とてもよくあった），（2）WCFの種類（直接訂正と間接訂正）に

対する態度としての好みと有効性の認知（1項目ずつ），（3）WCFエピソードに基づいた思考の程度

（4項目，11件法：全く考えない―とてもよく考える）であった（詳細は附録に譲る）1)。ここでいう

（3）WCFエピソードに基づいた思考の程度とは，以下のように，WCFの種類と書き直しの有無に着

目し，それらの組み合わせたエピソードにおいてWCFについて思考する程度を測定するものであった

（エピソードに基づく方略の選択に関する同様の研究手法を用いた調査研究として，Karpicke, Butler, 

& Roediger, 2009; McCabe, 2011がある。レビューとして，Rivers 2021を参照）。ここでのWCFエピソ

ードに基づいた思考の測定とは， 

 

（教示） 

あなたが，学習者として，英語の授業を受けていると仮定してください。以下の各エピ

ソードにおいて，あなたの行動として最もあてはまるものを選んでください。 

（呈示されるエピソード：直接訂正・書き直しありの場合） 

教員から，英語ライティングのフィードバックを受けました。そこには「直接訂正」が

なされていました。“あなたは，このあと「書き直し」をしなければなりません”。書き

直しの前に，フィードバックについてどのくらい考えますか。 

 

という質問に対して，回答するものであった（「呈示されるエピソード」中のカギ括弧「」内には直

接訂正か間接訂正かのいずれかが挿入された。またダブルクオーテーション“ ”内には書き直しのあ

りなしのどちらかがあてはめられた。これらの操作を通じて，4つのエピソードが想定された）。 

質問項目をweb回答フォーム（Google Forms）に設定したものを，授業時に参加者に呈示し，回答を

求めた。回答者には，研究の目的と倫理的配慮について説明した。具体的に，得られたデータは，個

人が特定できないように統計的に処理されること，調査協力が任意であること，回答の途中であって

も回答を中断できること，回答の有無や回答内容が成績や評価に影響することは一切ないことを伝え

た。なお，回答に正解はなく，自身の思いや考えを率直に回答すること，内容をよく読んだうえで回

答することについても説明した。調査は10分程度で終了した。分析は，フリーの統計ソフトウェアJASP

（JASP Team, 2020）を用いて行った。 



 

 

 

3. 結果 

 

3.1 WCF後行動の経験 

 Figure 2の上図にWCF後行動の経験に関する結果を示した。項目ごとに，高校時代と大学時代の行

動経験について，t検定を行ったところ，いずれも得点差（ps < .01; ds > 0.58）が有意であった。各項

目に対して，中間値（3.5）を基準とする1標本t検定を高校時代と大学時代それぞれにおいて行った。

高校時代では，q1とq2，q3，q4，q5，q6（「得点や評価の確認」，「訂正箇所の確認」，「全体の確

認」，「訂正された理由や原因を考えた」，「自分の苦手なポイントやクセを考えた」，「訂正され

た箇所について参考書等で調べた」）において中間値との差が有意であり（ps < .05; ds > 2.89），その

他の項目はいずれも中間値よりも高い値を示したが，有意でなかった。また大学時代では，q1とq7，

q8（「得点や評価の確認」，「訂正関連個所の参考書等の確認」，「書き直し」）において中間値と

の差が有意であり（ps < .05; ds > 2.50），q6（「訂正された箇所について参考書等で調べた」）におい

てp = .085（d = 2.21）であり（いわゆる有意傾向であり），その他の項目は有意でなかった。q1（「得

点や評価の確認」）は中間値より高い値であり，q6，q7，q8（「訂正された箇所について参考書等で

調べた」，「訂正関連個所の参考書等の確認」，「書き直し」）はそれよりも低い値であった。 

 

3.2 WCFの種類に対する好みと有効性の認知 

 Figure 2の下の図にWCFの種類に対する好みと有効性の認知に関する結果を示した。WCFの好みは，

直接訂正（51.1％），直接訂正寄り（40.0％），間接訂正寄り（4.44％），間接訂正（4.44％）であっ

た。有効性の認知は，直接訂正（35.6％），直接訂正寄り（6.7％），間接訂正寄り（22.2％），間接

訂正（6.7％），どちらも有効（28.9％）であった。好みと有効性の認知について（有効性については

どちらも有効を除き），直接訂正と直接訂正寄りを直接訂正とし，間接訂正と間接訂正寄りを間接訂

正とし，分割表分析を行ったところ，好みにおいてカイ二乗値が有意であり（χ2(1) = 30.42, p < .000, N 

= 45），直接訂正が好まれていることが示された。また有効性の認知においてカイ二乗値が有意でな

く（χ2(1) = 1.13, p = .289, N = 32），回答に偏りがないことが示された。 

 

3.3 WCFエピソードにおけるWCFについて思考する程度 

 WCFエピソードに基づくWCFについて思考する程度について，被験者内二要因分散分析（書き直し

の有無とWCFの種類）を行った。その結果，書き直しの要因の効果が有意であり（F(1, 44) = 14.00, p 

< .001, ω2 = 0.06），WCFの要因の効果（F(1, 44) = 1.05, p = .311, ω2 = 0.00）と交互作用（F(1, 44) = 0.15, 

p = .699, ω2 = 0.00）は有意でなかった。すなわち，書き直しがある場合のほうがない場合よりもWCF

について思考する程度の得点が高かった。 

 

4. 考察 

 

 本研究では，大学生を対象として，WCFに関する振り返りや書き直しを含む行動と態度について，

その実態を調べた。以下では，各項目群の結果に対して考察を行う。



 

 

 

High school 

University 

Note. エラーバー±標準誤差を意味する。上の図の点線は得点範囲1から6までの中間値（3.5）であり，High schoolは

高校時代，Universityは大学時代を意味する。上の図に示している質問項目の内容は，以下の通りであった。（q1）「英

語ライティングが教員から返却されたとき，得点や評価を確認した」，（q2）「英語ライティングが教員から返却さ

れたとき，訂正されたところを確認した」，（q3）「英語ライティングが教員から返却されたとき，訂正の有無に関

わらず，全体を確認した」，（q4）「英語ライティングが教員から返却されたとき，訂正された理由や原因を考えた」，

（q5）「英語ライティングが教員から返却されたとき，自分の苦手なポイントやクセについて考えた」，（q6）「英

語ライティングが教員から返却されたとき，訂正された箇所そのものについて参考書等で調べた」，（q7）「英語ラ

イティングが教員から返却されたとき，訂正された箇所と関係する・関連する内容について参考書等で調べた」，（q8）

「英語ライティングが教員から返却されたあと，書き直しを行った」。下の図のDirectとIndirectはそれぞれ直接訂正

と間接訂正を示す。Revision＋とRevision－は，それぞれ書き直しの有無を意味する。 

 

 

 

Figure 2 

WCF後の行動の経験（上）とWCFエピソードに基づくWCFについて思考する程度（下） 

 



 

 

 

4.1 WCF後行動の経験 

 調査項目ごとに，高校時代と大学時代の行動経験についてt検定を行ったところ，いずれも得点差が

有意であり，高校時代のほうが大学時代よりも得点が高かった。このことから，学習者は高校時代に

おいてWCFを受け取ったあとに，振り返りや書き直しをより行っていると考えられる。この原因とし

て，学習者の動機づけや，教員の指導の違いが挙げられよう。動機づけに関していえば，高校時代で

は，英語を学ばなければいけないという外的な要因（例えば，大学入学試験）があるが，大学時代で

は，その外的な要因が弱くなると考えられる。もしこのような動機づけの違いがWCFを受けたあとの

行動を抑制するとすれば，大学生の動機づけを高めるような手立てを講ずる必要があろう。また，教

員の指導の違いによる要因とは，例えばWCF後に振り返りや書き直しを学習者に促すかどうかという

ことであるといえよう。今回の調査結果に基づけば，高校の教員は学習者に書き直しや振り返りを促

し，大学の教員はそれらを促さないということがありえるのではないだろうか。もしそうだとすれば，

大学の教員はWCFを与えるだけで指導を終えるのではなく，その後の振り返りや書き直しを促すよう

な指導を追加することが，学習者の学びをサポートするうえで有効となろう。 

 次いで，各項目に対して中間値を基準とする1標本t検定を各時代それぞれに対して行った結果によ

れば，高校時代では，（q1）「得点や評価の確認」，（q2）「訂正箇所の確認」，（q3）「全体の確

認」，（q4）「訂正された理由や原因を考えた」，（q5）「自分の苦手なポイントやクセを考えた」，

（q6）「訂正された箇所について参考書等で調べた」において，中間値との差が有意であり，その他

の項目はいずれも中間値よりも高い値を示したが，有意でなかった。一方，大学時代では，（q1）「得

点や評価の確認」，（q7）「訂正関連個所の参考書等の確認」，（q8）「書き直し」において，中間

値との差が有意であり，（q6）「訂正された箇所について参考書等で調べた」において有意傾向であ

り，その他の項目は有意でなく，（q1）「得点や評価の確認」は中間値より高い値であり，（q6）「訂

正された箇所について参考書等で調べた」，（q7）「訂正関連個所の参考書等の確認」，（q8）「書

き直し」はそれよりも低い値であった。 

 これらの結果やFigure 1の認知モデルに基づけば，高校時代に学習者は深い振り返りを行う一方で，

大学時代に学習者は浅い振り返りしか行わないという可能性が示唆された。上述のように，その原因

については，今後の研究によって明らかにしていきたい。そして，振り返りを行わない原因が特定さ

れたあとには，それを解決する具体的な手立てを考案していく必要があるだろう。関連して，振り返

り行動に関わる個人差について考えれば，高校生のなかでも浅い処理でとどまっている学習者が存在

することが想定されるかもしれない。この場合にも，教育実践において，彼らに深い処理を促す手立

てを十分に検討し，検討した手立てを実践で試みていくことが求められよう。 

 

4.2 WCFの種類に対する好みと有効性の認知 

 WCFの種類に対する好みと有効性の認知について分割表分析を行ったところ，好みにおいてカイ二

乗値が有意であり，直接訂正が好まれているということが示された。有効性の認知においてカイ二乗

値が有意でなく，直接と間接に対する有効性の認知に偏りがないことが示された。 

 これらの結果から，フィードバックの好みと有効性の認知について，学習者は直接訂正を好むもの

の，必ずしも間接訂正の有効性を認知していないわけではないということがいえよう。間接訂正は，

理論上，学習者の気づきや思考を促すきっかけを与えることから，有効であるといわれる（Lalande, 



 

 

 

1982）。しかし，それは理論上の話であり，実際のところ学習者にとっては間接訂正の活用が難しい

のかもしれない。その難しさは，訂正を学習に活かす際のコストが生じていることに起因しているか

もしれない。事実，学習方略に関する研究では，ある方略を使ううえでのコストが検討される場合が

ある。例えば，間接訂正を受けた場合，そこには多くの認知的労力を払う必要があり，その過程が無

駄と感じられる場合もあろう。また，特に習熟度が低い学習者にとっては，間接訂正を受けて必死に

さまざまなことを調べたとしても，正答に辿り着けずに徒労に終わる可能性もあるかもしれない。こ

のような場合に，どのように間接訂正を有効なものとして機能させていくかについては今後の課題で

ある。また，そもそも間接訂正の有効性を認知していない学習者には，その有効性についてどのよう

に理解を促すのかについても検討していくことが必要である。 

 とりわけ今後の研究において，直接訂正と間接訂正が機能する場面とそうでない場面との区別をす

るための検討を行い，訂正の種類の使い分けを考案し，新たな実践につなげていくことが望まれよう。

具体的には，直接訂正と間接訂正とを文法項目ごとに使い分けるといった判断が教員によって実現さ

れる可能性があろう。このような工夫は，教育や学習の最適化を実現するための一つの方策となるに

違いない。 

 

4.3 WCFエピソードに基づくWCFについて思考する程度 

 WCFエピソードに基づく行動について，二要因分散分析（WCFの種類と書き直しの有無）を行った

ところ，書き直しの要因の効果が有意であり，WCFの要因の効果と交互作用は有意でなかった。この

ことから，学習者がWCFについて深く考えるように促すためには，WCF後の書き直しを求めることが

重要であるといえよう。これまでの研究では，直接訂正か間接訂正かという議論が多かったものの，

そもそも与えたWCFについて思考させるための書き直しを前提とするような検討を行わなければ，ど

ちらのWCFが有効なのかについて結論することは難しかったのかもしれない（Shintani et al., 2014も参

照）。ただし，この場合，書き直しのために考えることが重要なのか，それとも書き直しそれ自体を

行うことが重要なのかに関する議論も生じえよう。書き直しの予期（つまり，フィードバックを受け

取った時点で書き直しがあるという教示を受けるが，実際には書き直しを行わないという手段）だけ

で，書き直しと同等の学習効果が見込めるのかといった検討課題も，より基礎研究的発想ではあるが，

ありえよう。今後は，書き直し時またそれに付随する行動時の思考のプロセス並びにその効果につい

て検討していくことで，この議論が深まることが期待される。今後は，こういった観点を含めて検討

していくことが，WCFの有効性に対するより確からしい結論を得ることにつながるのだろう。 

 

4.4 本研究の限界と今後の研究の展望 

 本研究で調査対象となったのは，限定的な集団である。そのために結果の一般化には限界がある。

今後は，より多くの学習者を調査対象者として，結果の再現性について検証していく必要があろう。 

 次いで，本調査を通して，WCF後の振り返りについては詳しく調べることができたものの，書き直

し行動についてはその有無を調べたに過ぎない。すなわち，本調査では，書き直しの回数や範囲（全

文書き直すのか，誤りを含んだ文だけを書き直すのか）といった書き直しの詳細については調べられ

ていない。今後は，振り返りと同様，書き直しについても詳しい実態を明らかにしていく必要があろ

う。このとき，浅い書き直しと深い書き直しといったアイディアを導入できるかもしれない。 



 

 

 

 さらに，本研究では個人差（例えば，言語分析能力，ワーキングメモリ，動機づけ，目標）とWCF

に関する態度や行動との関連については検討できなかった。本研究のサンプルサイズが十分に大きく

なかったということが，本研究で個人差に関する分析を回避した理由である。今後は，本研究で用い

た調査票に加えて，上述の個人差に関するデータを取得し，個人差について検討していきたい。 

 最後に，第二言語習得研究に，より一般性の高い研究領域の知見を活かすことの可能性について言

及する（同様の発想として，鈴木・齋藤, 2016, 2018）。近年，学校で行われる定期テストのフィード

バックに関する態度や行動に関する研究がなされている（e.g., 鈴木, 2011; 2012）。また記憶検索を中

心とする（記憶検索法と呼ばれる）教授・学習法（Karpicke, 2017; 齋藤・邑本, 2018）という記憶保持

や理解促進にとって有効だと考えられている方法がある。この記憶検索法（retrieval based learning）で

は，学習対象について学習し（読んだり聞いたりといった学習活動を行い），それらについて思い出

したあと（想起練習活動），振り返り（厳密には再学習活動）を行うことが重要であるという（e.g., 齋

藤・邑本, 2018）。これらのことから，第二言語習得研究においても，フィードバックそれ自体にのみ

着目して有効性の議論をするだけでなく，本研究のようにフィードバックの前後に存在する教授・学

習活動にも着目して，そこでの有効性を議論することが有用ではないだろうか。本研究では，第二言

語・外国語学習という教科限定的ななかで議論を行ったが，今後はより一般性の高い現象を対象とす

る認知心理学や教育心理学，教育工学といった分野との交流を深めながら，WCFに関する研究を進め

ていくことは，その充実に有効に機能してくれるだろう。 

 

5. 結語 

 

 本研究では，WCF後の振り返りや書き直しを含む行動を説明するWCF認知モデルを提案し，WCF

それ自体に加えて，WCFを受けたあとの振り返りと書き直しに関する態度並びに行動を，EFL学習者

である大学生を対象として，調べた。その結果，振り返りが大学時代よりも高校時代のほうがなされ

る傾向にあること，書き直しがないとWCFについて考える程度がそうでない場合と比べて相対的に低

減することが明らかとなった。これらの研究では，WCF後の振り返りや書き直しに関わる態度や行動

に関する知見を新たに取得し，WCF後の振り返りや書き直しを検討することの価値を示した。今後は，

同様の調査をより大きなサンプルサイズを対象に行い，結果の確からしさについて検討するとともに，

個人差に関する議論を行うことで，WCFに関する態度と行動に関する実態をより詳細に明らかにして

いきたい。 

 

注 

 

1) 「教員になったことを想定した場合のWCFの選択」に関するものも設定していたが，研究目的と

直接関連しないことから，報告しない。「第二言語ライティングの自信の度合いと動機づけ」と

「高校時代と大学時代に経験したWCF」に関する結果は，本文中では議論せず，附録に譲る。 
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附録 

 

 使用した質問フォームの詳細（Table 1）と記述統計値（Table 2）を以下に示す。 

 

Table 1 

質問フォームの詳細（質問項目と回答方法） 

項目のラベル 質問項目 回答方法 

英語に対する自信と動

機づけ 

英語ライティングに対する自信の度合いを教えてください 

英語ライティングの力を高めたいと思いますか 

11件法（まったく自信がない―

とても自信がある）（まったく

そう思わない―とてもよくそう

思う） 

高校時代と大学時代に

おけるWCF後の振り返

りと書き直しの経験 

英語ライティングが教員から返却されたとき，得点や評価を確認した 

英語ライティングが教員から返却されたとき，訂正されたところを確認

した 

英語ライティングが教員から返却されたとき，訂正の有無に関わらず，

全体を確認した 

英語ライティングが教員から返却されたとき，訂正された理由や原因を

考えた 

6件法 

（まったくなかった，なかった，

ほとんどなかった，少しあった，

あった，とてもよくあった）英

語ライティング経験なしの選択

肢もあった 

 



 

 

 

英語ライティングが教員から返却されたとき，自分の苦手なポイントや

クセについて考えた 

英語ライティングが教員から返却されたとき，訂正された箇所そのもの

について参考書等で調べた 

英語ライティングが教員から返却されたとき，訂正された箇所と関係す

る・関連する内容について参考書等で調べた 

英語ライティングが教員から返却されたあと，書き直しを行った 

 

これまで，英語ライティングにおいて「直接訂正」と「間接訂正」のど

ちらを受けたことがありますか 

 

 

 

 

 

 

 

 

3つの選択肢のうち一つを選択 

(直接訂正のみ，間接訂正のみ，

直接訂正と間接訂正いずれも) 

WCFの好みと有効性の

認知 

英語ライティングにおいて，「直接訂正」と「間接訂正」のどちらを好

みますか 

 

 

 

 

英語ライティングにおいて，「直接訂正」と「間接訂正」のどちらが”英

語学習のために”有効だと思いますか] 

 

5つの選択肢のうち一つを選択

（直接訂正，どちらかえといえ

ば直接訂正，どちらかといえば

間接訂正，間接訂正，どちらも

受けたくない） 

 

6つの選択肢のうち一つを選択

（直接訂正，どちらかえといえ

ば直接訂正，どちらかといえば

間接訂正，間接訂正，どちらも

等しく有効だと思う，どちらも

等しく有効でないと思う） 

WCFエピソードに基づ

くWCFに対して思考す

る程度 

あなたが，学習者として，英語の授業を受けていると仮定してください。

以下の各エピソードにおいて，あなたの行動として最もあてはまるもの

を選んでください。という教示のもとで・・・ 

教員から，英語ライティングのフィードバックを受けました。そこには

「直接訂正」がなされていました。"あなたは，このあと「書き直し」を

しなければなりません”。書き直しの前に，フィードバックについてどの

くらい考えますか 

教員から，英語ライティングのフィードバックを受けました。そこには

「間接訂正」がなされていました。"あなたは，このあと「書き直し」を

しなければなりません”。書き直しの前に，フィードバックについてどの

くらい考えますか 

教員から，英語ライティングのフィードバックを受けました。そこには

「直接訂正」がなされていました。"あなたは，このあと「書き直し」を

11件法（全く考えない―とても

よく考える） 



 

 

 

する必要はありません”。フィードバックについてどのくらい考えますか 

教員から，英語ライティングのフィードバックを受けました。そこには

「間接訂正」がなされていました。"あなたは，このあと「書き直し」を

する必要はありません”。フィードバックについてどのくらい考えますか 

Note. ここでの操作的定義のために，「英語ライティングを，全般的な英語ライティングを指すが，授業・講義の課題やテストの一部

として取り組むものも含まれる」と定義し，この定義を回答前に呈示した。また「「直接訂正」とは誤りの箇所と正しい答えのいずれ

も示すこと（誤り箇所：〇／正しい答え：〇），「間接訂正」とは誤りの箇所は示されるが正しい答えは示されないこと（誤り箇所：

〇／正しい答え：×）である」と定義し，これも調査時に呈示した。 

 

Table 2 

記述統計値 

項目のラベル 記述統計値 

英語に対する自信と動機づけ (N = 45) 

自信 M = 3.87 (SD = 2.44) 

max = 8, min = 0 

動機づけ M = 5.33 (SD = 3.21) 

max = 9, min = 1 

WCFに対して思考する程度 (N = 28) 

得点・評価の確認 

 

高校時代：M = 5.32 (SD = 0.82) 

大学時代：M = 4.14 (SD = 1.24) 

訂正箇所の確認 高校時代：M = 5.43 (SD = 0.74) 

大学時代：M = 3.71 (SD = 1.36) 

全体の確認 高校時代：M = 4.71 (SD = 1.08) 

大学時代：M = 3.50 (SD = 1.37) 

訂正理由・原因を考えた 高校時代：M = 4.11 (SD = 1.42) 

大学時代：M = 3.50 (SD = 1.37) 

自分の苦手・クセを考えた 高校時代：M = 4.11 (SD = 1.43) 

大学時代：M = 3.11 (SD = 1.45) 

訂正箇所を参考書等で調べた 高校時代：M = 4.54 (SD = 0.96) 

大学時代：M = 3.04 (SD = 1.37) 



 

 

 

訂正箇所と関係する内容を参考書等で調べた 高校時代：M = 3.89 (SD = 1.34) 

大学時代：M = 2.71 (SD = 1.08) 

書き直し 高校時代：M = 3.75 (SD = 1.46) 

大学時代：M = 2.47 (SD = 1.04) 

経験したWCF 高校時代： 

直接訂正 (17.9%), 間接訂正 (14.3%), どちらも (67.9%) 

大学時代： 

直接訂正 (14.3%), 間接訂正 (64.3%), どちらも (21.4%) 

WCFの好みと有効性の認知 (N = 45) 

好み 直接訂正 (51.1%) 

どちらかといえば直接訂正 (40.0%) 

どちらかといえば間接訂正 (4.44%) 

間接訂正 (4.44%) 

有効性の認知 直接訂正 (35.6%) 

どちらかといえば直接訂正 (6.7%) 

どちらかといえば間接訂正 (22.2%) 

間接訂正 (6.7%) 

どちらも等しく有効だと思う (28.9%) 

WCFエピソードに基づくWCFに対して思考する程度 (N = 45) 

直接訂正と書き直しあり（DR+） M = 6.24 (SD = 1.84) 

間接訂正と書き直しあり（IDR+） M = 6.07 (SD = 2.44) 

直接訂正と書き直しなし（DR−） M = 5.38 (SD = 2.00) 

間接訂正と書き直しなし（IDR−） M = 5.04 (SD = 2.33) 

Note. Nは調査対象者の人数，Mは平均得点，SDは標準偏差を意味する。 


