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ライティング指導における効果的なフィードバックの在り方 

 

千葉県立○○○○高等学校 ○○ ○○ 

 

1 研究の背景と目的 

新学習指導要領の実施に向けて，四つの領域（読むこと，聞くこと，書くこと，話すこと）

の言語活動を統合し，バランスよく指導することの重要性がますます高まるであろう。現任校

の生徒に実施したアンケートの結果から，四つの領域の中でライティングを難しいと感じる生

徒が少なくないようである。大井（2008）は「書くこと」は「考える力」を高める知的訓練で

あり，アイディアを的確に相手に伝える力，論理的に表現できる力が要求されている，として

いる。本研究では，英語のパラグラフ構造を理解し，生徒が英語で自分の考えを論理的に表現

する能力を育成することを目標とした活動を英語Ⅰ，英語Ⅱの授業において実践し，さらに，

論証文を英語で書く力をつけることを最終目標として位置づける。ライティング指導において

は教師が添削指導に多くの時間を費やすものの，その有効性を疑問視する先行研究もあるが，

生徒のライティングへの意欲を高め，自信をつけるためには教師からのフィードバックが重要

な役割を果たすと筆者は考える。そこでどのようなフィードバックが効果的であるか考察する

ことにした。 

 

2 研究仮説 

 本研究では，生徒のライティングに対して教師から違ったタイプのフィードバックを与え，

その効果を比較する。統制群に対しては内容・構成に関する改訂方法を指示し，文法的な誤り

には正しい形を与える。実験群に対しては内容・構成に対して直接指示するのではなく，生徒

の注意を喚起するコメントを与え，また文法的な誤りについては誤りの原因を気づかせるよう

なコメントを与えて自分で直させる。以下が仮説である。 

 ライティング指導におけるフィードバックは，ヒントを与えて生徒に改訂方法を考えさせた

方が，直接改訂方法を指示するより，ライティング力を高めるのに効果的であろう。 

 

3 研究方法と内容 

3.1  先行研究 

ライティングにおけるフィードバックについては先行研究が既に多くある。その中にはライ

ティングにおけるフィードバックの有効性を疑問視するものもあり，まだ様々な環境・学習者

レベル毎にそれぞれ研究が必要だとされている。Truscott (1996) は第 2 言語でのエラー・コ

レクションのリサーチから文法的なエラー・コレクションは生徒のライティング力向上を促す

ために有効ではないと結論づけている。また Sheen (2007) はライティングにおけるフィード

バックに効果がさほどない理由として，生徒が書く時点とフィードバックを受ける間には時間

差があり，生徒は書いた直後に自分のアウトプットと正しい形を照合しないため，記憶を形成

するに至る認知的な効果が少ない，という２つの理由をあげている。 

Ferris & Hedgecock (2004) は先行研究を総括して，ライティングにおけるフィードバック

の問題点を指摘している。生徒がフィードバックを読まない，読めない，直し方がわからない

等が問題点として挙げられている。しかしながら，教師やクラスメートからのフィードバック
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が生徒のライティングに対する意欲と自信を引き出す上で重要な役割を果たしていると主張し，

以下のことを提案している。 

①各生徒のライティング力を分析し，課題・生徒ごとに焦点を絞ったフィードバックを与え

ること。 

②クラス内でフィードバックを読ませ，生徒がその内容と直し方を理解すること。 

③ピア・レビューの綿密な計画，コミュニティの構築によって，生徒の意欲を引き出すこと。 

また，生徒の文法的な誤りに関するフィードバックについては，生徒の誤りを教師が直して

与えるよりも，メタ言語知識を利用して，生徒が誤りの原因に気がついて直した方が長期にわ

たる効果が高いといくつかの研究から報告されている（e.g., R. Ellis, Loewen & Erlam, 2006; 

Ferris & Hedgecock, 2004; Sheen, 2007）。口頭によるフィードバックも，生徒のラーニング

スタイルによっては有効であることも報告されている（e.g., Bitchener, Young, & Cameron, 

2005; Hyland, 2002 ）。 

以上の先行研究の結果をさらに精査し，５回のライティング指導のプロセスの中にピア・レ

ビューを取り入れ，教師からフィードバックを与える際の効果的な方法を探究することにする。 

3.2  ティーチャー・フィードバック 

教師が生徒の到達段階を判断し，各生徒に応じたフィードバックをするために，「診断カルテ」

を作成し（表 1参照），生徒の到達段階を記録する。カルテはチェックリストから成り，前回と

比較できるよう，チェックリスト項目を積み重ねていく形式とした。統制群に対しては，内容・

構成に関する改訂方法を全て指示し，文法的な誤りは全て直し，正しい形を与えた上で，書き

直しを指示する。実験群に対してはカルテを元に，項目を絞ってフィードバックを与え，継続

的に指導する。内容・構成については「トピック・センテンスはありますか」等のヒントを与

える。また文法的な誤りについては，3 人称単数形-s のように基本的な事柄ではあるものの，

日本語にはないために習得が難しい項目，あるいは-sがなくても主語があれば意味は伝わるた

めフィードバックを与えないと直らないものに絞った。アンダーラインを引くとともに，「時制」

等の誤りの原因を気づかせるようなヒントを与える。また必要に応じて例文を挙げて説明する。

実験群には返却の際，共通する誤りについて全体に説明し，生徒はフィードバックを必ず授業

内で読んでフィードバックを理解し，改訂方法がわからなければ質問する機会を設けた上で書

き直しを指示する。 

表 1 診断カルテ 

No. Paragraph Writing 1 Paragraph Writing 2 

TS SV VT TS Sup SV VT S-V Agr 

1 ○ ○ △過去形 ○ ○ ○ ○ ○ 
2 △あるが不適切 ○ △ ○ ○ ○ ○ △３人称単数-s 

3 
×なし ○ 

×過去・否定文 
△過去形・肯定文 

○ ○ ○ △過去形 ○ 

  TS = トピック・センテンス，SV=文に主語・動詞がきちんとあるか，VT= 動詞の時制  

  Sup＝ サポーティング・センテンス，S-V Agr= 主語・動詞の一致  

3.3 ピア・フィードバック 

文章を分析的に読んだり書いたりする力を養い，自分で推敲・改訂することを学ぶ機会とし

てピア・レビューを取り入れる。ピア・レビューを行うことによって生徒は読み手を意識し，

生徒同士で生徒の目線からアドバイスを与えあっていくことで相互に意欲を高めることが出来

ると考える。また教師が生徒のライティングにフィードバックを与える際には時間差が生じる
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が，生徒が書いた直後にピア・レビューを行えばこの問題を解決できる。さらに，授業内で教

師が口頭指導出来る人数には限りがあるが，生徒同士が直接フィードバックを与え合うので，

その内容を確認する機会が増え，生徒の気づきを促すことができると考える。 

ピア・レビューを有効に機能させるために，事前に活動の目的を説明し，パートナーが改訂・

推敲する際に自らのコメントが助けになることを生徒が十分理解する必要がある。またコメン

トする際には遠慮せず，建設的なコメントを心がけるように指導した。生徒がコメントをしや

すいように，チェックする項目を指定する設問を用意し，良い点と改善点の双方を指摘するよ

う指導した。 

   

4 研究計画 

4.1  対象生徒・授業科目 

平成２１年度 ２年生普通科 ２クラス（n＝82），英語Ⅱ PROMINENCEⅡ 

平成２２年度 １年生普通科 １クラス（n＝40），英語Ⅰ Magic HatⅠ 

4.2  指導計画 

一連のライティング活動を教科書各レッスンの内容に即して，以下の通り行う。 

平成２１年９月～平成２２年２月 

回数 目標 主な学習活動 

１ 

１．パラグラフ構成を理解する。 

２．時系列を表す接続詞・正しい時制を使っ

て表現する。 

１．サンプル・ライティングのトピック・センテンス，

支持文，結論文を見つける。 

２．構成に留意してパラグラフを書く。 

２ 

１．サポートの提示方法を学習する。 

２．クラスタリングを学習する。 

３．主語と動詞を正しく一致させる。 

１．サンプル・ライティングからサポートを提示する際

の文章構成，接続詞等を学習する。 

２．クラスタリングを行う。 

３ 
１．因果関係を適切に表現する。 

２．ブレーンストーミングに慣れる。 

１．接続詞を用いて因果関係を表す文をつなげる。 

２．ブレーンストーミングを行う。 

４ 

１．意見を１パラグラフで述べる。 

２．パラグラフの結束性を学習する。  

３．単数・複数形を正しく使用する。 

１．意見を述べる際に役に立つ表現を学習する。 

２．クラス全体でライティング・サンプルの評価をする。 

５ 
１．論証文の段落構成を理解する。 

２．議題について意見を述べることができる。 

１．論証文の段落構成を学習する。 

２．グループで議題に対する立場とサポートをあげる。 

３．アウトラインを作成する。 

  生徒はライティング活動を行った後，ピア・レビューを行い，コメントをもとに書き直し，

提出する。さらに教師がフィードバックを与えた後，リライトしたものを内容・構成・言語操

作能力の観点からルーブリックをもとに４段階で評価する。 

指導前後にプリテスト・ポストテスト（平成２１年９月，平成２２年３月）を実施する。内

容・構成・言語操作能力の観点から６段階に評価する。またアンケートで生徒のライティング

に関する意識・意欲の変化を調査する（平成２１年７月，平成２２年３月）。 

平成２２年４月～１０月 

回数 目標 主な学習活動 

１ １．パラグラフ構成を理解する。 １．サンプル・ライティングのトピック・センテンス，
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２．時系列を表す接続詞・正しい時制を使っ

て表現する。 

支持文，結論文を見つける。 

２．構成に留意してパラグラフを書く。 

２ 

１．クラスタリングを学習する。 

２．手紙の書き方を学習する。 

３．主語と動詞を一致させる。 

１．クラスタリングを用いてブレーンストーミングを行

う。 

２．高校生活の様子を知らせるために，手紙を書く。 

３ 
１．教科書の内容に即し，インタビューを行 

 うことで，語彙・表現の定着をはかる。 

１．インタビューのスクリプトをペアで書く。 

２．インタビューを発表する。 

４ 
１．読んだ・聞いた物語を理解した上で， 

 物語を完成させる。 

１．物語の一部を読み，ペアの相手に伝える。 

２．ペアで物語を完成させる。 

３．物語を発表する。 

  平成２２年度は対象生徒が１年生であるため，ライティングに対する抵抗感を減らし，意欲

を高めることを目標に様々なジャンルを用いた活動を行った。指導前後にアンケートで生徒の

ライティングに関する意識・意欲の変化を調査した（平成２２年４月，１０月）。 

 

5 研究実践 

5.1  ライティング指導 

 平成２１年度においては，５回のライティング指導を実施した。教科書のレッスントピック，

表現を使用してライティング活動を行った。ライティング・プロセスは以下の表２の通りである。 

表２ 

実験群 統制群 

ライティング 

ピア・レビュー 

書き直し 

診断カルテを元に項目を絞った 

ヒント的なティーチャー・フィードバック 

改訂方法を全て指示する 

ティーチャー・フィードバック 

（授業内で）コモン・エラーの説明 

書き直し（生徒は質問をすることが出来る） 
返却後，宿題として各自書き直し 

内容・構成・言語操作能力の観点から４段階に評価し，返却 

タイトルに即して文章を書いた後，ピア・レビューを行った。推敲・改訂力を高め，効果的

なピア・フィードバックが与えられるようになるために，そのタイトルに対して不適切に書か

れたサンプルをグループで評価し，改善点を考えるという活動を行った（使用プリント例１）。

そうしたところグループ内でパラグラフ構造の確認や議論が起こり，パラグラフ構造や概念が

きちんと理解出来ていなかった生徒も理解が深まったようだった。さらに評価の観点や評価内

容をクラス全体で確認したので，生徒がピア・レビューの仕方，チェック項目についても理解

を深めることができたようである。 

ピア・レビューの後，生徒は書き直して提出した。その後，教師がフィードバックを与え，

生徒はさらに書き直した。再提出後に評価されることからか，生徒は真剣にコメントを読み，

フィードバックを理解し，書き直そうとしていた。実験群は書き直すために，多くの質問をし

たので，教師と生徒間に多くの口頭でのやりとりの機会があったが，統制群からは質問はほと

んどなかった。以下は使用したプリントと生徒のライティング・フィードバック例である。 
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使用プリント例１（平成２１年度第４回ライティング・プロセス指導） 

Lesson 7 Writing 

In lesson 7 we learned how bicycles were invented and have changed.  Now let’s think about our use of bicycles. 

 

Task 1 Narita Kokusai High School decided to build a new library.  The new library will be built where there is a parking lot for 

bikes now, so students will not be allowed to come to school by bicycle.  Students will have to walk or use the bus instead.  Do 

you agree with this plan?  Write your thoughts and try to come up as many reasons as possible.   

 

Task 2 Read the following paragraph and evaluate it.   

 

Now student study in their classroom after school before exams, but the conditions are not very good.  Classrooms are too 

hot or cold, so they cannot concentrate on their studies.  Students can do research on many thing such as university 

information and develop research skills by using computers in the library.  The library is getting more book every year, so 

the present library is too small.  Studying is the most important for high school students.  Narikoku is famous for foreign 

language education.  In my opinion, Narikoku should build the new library. 

Instructions: Circle         the answers. If  you circle “No”, underline (in red)      a part that needs to be changed. 

Content Is an opinion clearly stated?      Yes / No      Are there enough reasons?     Yes / No  

 Are there any irrelevant sentences?   Yes / No      Is the paragraph written logically?  Yes / No                        

 

Organization  Is there a clear topic sentence(an pinion should be included)?   Yes / No 

Are there enough supporting sentences?   Yes / No    Are signal words used effectively?  Yes / No                                          

 

Grammar Does it use correct forms for singular/plural?   Yes / Sometimes / No 

 

Paragraph Writing 4 Write a paragraph about your opinion.  Do you agree or disagree with the plan?  State your opinion 

clearly and explain the reasons.  Write 80 words or more. 

 

Peer Comments (Write at least one good point, and one suggestion for improvement) 

 

                                                        Editor’s Name 
 

I ( agree / disagree ) with the plan. 

・ 

・ 

Lesson 7 Why Don’t We Ride Bikes? （PROMINENCEⅡ）レッスントピックに基づくもの 

 

生徒のライティングとピア・フィードバック例 例１ 

1
st
 Draft（直し・コメントは生徒によるもの） 

   I don’t think Narikoku should build the new library.  There are several reasons.  First, Narikoku have has many 

bicycle commuter commuters.  If Narikoku build builds a new library in parking area for bicycles, they will have many 

problem problems.  Second, Narikoku have has one library now.  So, we can study in air-conditioned quiet rooms and 

we can use a computer.  I think this is enough equipment for students.  Finaly, if Narikoku build builds the new library, 

it needs many much money.  Therefore, in my opinion, Narikoku should not build the new library.   深い内容で理由

が明らかになっていて良かった。具体例が読み手にとって納得できる内容で素晴らしかった。 

例２ 教師からのフィードバックと生徒の書き直し例（実験群） 

2
nd
 Draft 

   I don’t think Narikoku should build the new library which has ∧air-conditioner.  First, students who come to school  

*1 by bicycles will be in trouble.  I am one of them.  We choose(時制) this school because *2 there was the reason of 

transportation.  Second we should develop our concentrations in any situation.  Lastly, I don’t think that *3the necessity 

exists in Narikoku now.  The new library may be so convenient, but we can spend our school life without it.  Therefore, in 

my opinion, Narikoku should not build the new library.  

*1  by train, by bus 無冠詞，単数形 *2 「家から来やすい」と考えてはどうですか 

*3 「それは必要ない」という方が自然ではないですか？ 

読みやすくまとまっています。2つめの理由は一文だけで明確に説明されていますか？ 
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Final Draft 

   I don’t think Narikoku should build the new library which has an air-conditioner.  First, students who come to school by 

bicycle will be in trouble.  I am one of them.  We chose this school because it is easy to come from our home.  Second we 

should develop our concentrations in any situation.  Not all situations are good for taking a test.  Lastly, we I don’t think 

that it’s necessary.  The new library may be so convenient, but we can spend our school life without it.  Therefore, in my 

opinion, Narikoku should not build the new library.  

例３ 教師からのフィードバックと生徒の書き直し例（統制群） 

2
nd
 Draft 

   I don’t think that building the a new library at the parking area for bicycles is ∧a good plan.  There are several 

reasons.  First, it is very hard for students who lives at live in a distant place to go to school without bicycles.  In my 

case, it takes about 25 minutes by my bicycle.  If I were forbidden to ride it, I would have to go to school by walking walk 

that which takes more than an hour.  Second, taking buses is more expensive than riding bicycles.  If it costs 200 yen per 

day to ride a bus, we will spend about 40,000 yen in a year. Third, riding bicycles is good for our health. ∧ Therefore, ∧

the parking area for bicycles should be kept. 基本的によく書けています。3番目の理由のところで「自転車に乗って

こられなくなると生徒の健康に影響が出るかもしれない」等の説明を加えた方がわかりやすいでしょう。 

Final Draft 

   I don’t think that building a new library at the parking area for bicycles is a good plan.  There are several reasons.  

First, it is very hard for students who live in a distant place to go to school without bicycles.  In my case, it takes about 25 

minutes by bicycle.  If I were forbidden to ride it, I would have to walk to school which takes more than an hour.  Second, 

taking buses is more expensive than riding bicycles.  If it costs 200 yen per day to ride a bus, we will spend about 40,000 

yen a year.  Third, riding bicycles is good for our health.  We can build up our strength.   Therefore, the parking area for 

bicycles should be kept. 

生徒は書き直し後に再提出した。生徒がフィードバックに注意を払って書き直しをするよう

に，英語科の同僚職員およびＡＬＴと作成した，内容・構成・言語操作能力の観点別ルーブリ

ック（表３参照）をもとに，４段階で評価し，返却した。 

表３ Final Draft を評価した際使用したルーブリック 

Content 

★トピックに合った主張・考えが明

確に示されているか。 

★主張に対する論理的なサポート

が充分になされているか。 

A ３つの理由が論理的に提示され，主張が明確である。 

B 
3 つの理由が提示されているが，論理的に提示されていない時もある／2 つしか理由が提示さ

れていない。主張は述べられているが，明確でない。 

C 理由が１つしか提示されていない／２・３つの理由が提示されているが，論理的でない 

D 理由が提示されていない。主張が述べられていない。 

Organization 

パラグラフライティングのルールに

沿って，論理的な構成でまとめら

れているか。 

A 
パラグラフライティングのルールに基づく段落構成ができている。シグナルワードが効果的に

使われている。 

B トピックセンテンス，パラグラフ構成共にほぼ妥当ではあるが，多少わかりにくい部分もある。 

C トピックセンテンスが適切ではない。パラグラフ構成がかなり弱い。 

D トピックセンテンスが無い。パラグラフ構成が悪い。 

English/Grammar 

★自然な英語，意味の通じる英語

が使えているか。 

★文法的に正しい文か 

★スペル，インデント等，適切か。 

A 
自然で英語らしい，文法的にも正しい文が使えている。単純な文の繰り返しになってはいな

い。綴りミスもほとんどない。 

B 文法的な間違いや綴りミスが少し見受けられる。 

C 文法上の間違いがかなりある。また意味の通らない文もある。綴りミスがかなりある。 

D 文法上の間違いが多く意味が伝わらない。 

  平成２２年度はフィードバックをより効果的なものにする工夫として，生徒のライティング

への意欲を高められるような活動を計画し，４回のライティング指導を実施した。物語・手紙・

プレゼンテーションの原稿を書いたり，ペアで物語のインフォーメーションギャプを埋める活

動の後その物語を完成させる等，多様なジャンルを用いて活動を行った。第２回の手紙を書く

活動では，希望する生徒は実際に中学校の先生に手紙を郵送した。第３回のインタビュースク

リプトを書く活動では，生徒は実際に授業でインタビュー活動を発表した。読み手・聞き手を

意識したせいか，生徒の側から自発的に内容と文法をチェックして直して欲しいという要望が

出た。生徒のライティングに対する意欲・フィードバックに向けた注意を高めるためには，読
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み手を意識させることが重要であることを改めて確認した。 

  各自，あるいはペアで文章を書いた後，教師がコメントを記入して生徒に返却し，書き直し  

 を行った。以下は使用したプリントの例である。 

使用プリント例２（平成２２年度第３回ライティング・プロセス指導） 

Lesson 3  Let’s Have an Interview!   

   In Lesson 3, we read about the interview with Mr. Teramoto.  Now it’s your turn to interview somebody. 

 Task 1  Now listen to the model interview.  Try to understand the main points of  the interview. 

 Interviewer: Good afternoon and welcome to Narikoku English Radio.  With us this afternoon is Mr. Shelby Brennan Alcott.    

   He is an ALT at Narita Kokusai High school.  Mr. Alcott, thank you for joining us today. 

 Interviewee: Thank you for having me. 

 Interviewer: Why did you decide to teach English in Japan? 

 Interviewee: I had a friend in college who got a job as an ALT in Gifu prefecture. I went to visit her at her Japanese high school   

   and her job looked like a lot of  fun! 

 Interviewer:  What is your future dream? 

 Interviewee: I want to ride a bike in every prefecture in Japan. I’ve already ridden a bike in 7 prefectures, so that means I’ve got  

   41 to go! 

 Interviewer: Good luck with your dream, Mr. Alcott.  Thank you for joining us.  Tune in next Tuesday to Narikoku English  

   Radio.  

                                                                            

Task 2  In pairs, write a script for an interview.  Decide who you are going to interview.  You can choose an interviewee  

 from the choices below, or you can choose any other interesting person.  After finishing writing a script, practice the interview. 

     Naoko Yamazaki / Keisuke Honda / Naoto Kan / Kohmi Hirose / Ichiro Suzuki / Darth Vader (from Star Wars) 

 

 Interviewer: Good afternoon and welcome to Narikoku English Radio.  With us this afternoon   is                    .   

   He is                                 .                        , thank you for joining us today. 

 Interviewee: Thank you for having me. 

 Interviewer: Why did you decide to                                     ?  

 Interviewee:                                     

 Interviewer:  What is your future dream? 

 Interviewee:                                      

 Interviewer: Good luck with your dream,                       .  Thank your joining us.  Tune in next Tuesday to    

   Narikoku English Radio. 

 Lesson 3  A Tree and a Dream （Magic HatⅠ） に基づくもの 

 

6 研究評価 

6.1 プリ・ポストテスト 

6.1.1 プリテスト 

プリテストとしてライティングテストを実施した（平成２１年９月）。「○○○○高校の生徒

は第２外国語を勉強すべきか否か」というタイトルについて 30 分で論証文を書くという内容で，

辞書の使用は不可とした。Jacobs et al.（1981）の ESL COMPOSITION PROFILE を参考に

し，独自の評価規準のルーブリックを作成した（表４参照）。 

表４ プリ・ポストテストの採点に使用したルーブリック 

Content 

６ Ideas are clearly stated.  The position is strongly argued.  Two reasons are presented coherently. 

５ Ideas are clearly stated.  Two reasons are presented coherently. 

４ Ideas are clearly stated.  Two reasons are presented coherently in some part 

３ The main idea is stated.  One acceptable reason is presented, but one reason is not explained enough. 
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２ The main idea is not very clear.  There is only one reason and it is not explained enough. 

１ There is no clear main idea.  There are no relevant supporting sentences. 

Organization 

６ The paragraphs show unity.  The essay follows the proper format.  Signal words are used effectively. 

５ The essay follows the proper format.  Signal words are used effectively in some part. 

４ 
Generally, paragraphs are well-organized.  The topic sentences are okay, but not as clear.  Signal words 
are used.  

３ 
Paragraphs are not well-organized in some parts.  The topic sentences are not very clear.  Signal words 
are used appropriately sometimes.   

２ Paragraphs are not organized.  The topic sentences are unclear.  Signal words are used sometimes. 

１ The essay lacks organization or clear paragraphs.  There are no topic sentences. 

Language 

Control 

６ 
A variety of  sentence structures.  Appropriate word choice and good range of  vocabulary.  Almost no 
errors. 

５ Some variety of  sentence structures.  Appropriate word choice  Occasional errors. 

４ Sentence structures and vocabulary express the ideas adequately.  Some errors.   

３ 
Limited sentence structures.  Sentence structures and vocabulary express the ideas most of  the time.  
Some errors obscure meaning. 

２ Sentence structures and vocabulary express the ideas sometimes.  Many errors, some serious errors.  

１ Almost no mastery of  correct sentence structures.  Dominated by errors.   

6.1.2 ポストテスト 

ポストテストを平成２１年に実践した５回のライティング指導の後実施した。プリテストと

同じ内容・方法で実施し，採点した。 

6.1.3 プリ・ポストテスト結果 

ＡＬＴと筆者の２人でルーブリックをもとに内容・構成・言語操作能力の観点から６段階に

採点した（満点 18 点）。採点にあたり，採点基準を統一し２人の採点が一致するようにするた

めに，各段階の例となる解答を選び出し，それらを解答例の基準として定めた。別々に採点し

た後，採点が各項目２段階違った場合には，再度協議し採点した。結果は表５の通りである。 

 

表５ プリテスト・ポストテスト平均点 （平成２１年度）                  

               実験群 (n=39)              統制群 （n=37）     

            内容  構成 言語操作  総点      内容  構成  言語操作  総点 

プリテスト    3.9   3.9      3.6      11.3         4.1    3.9      4.1       12.2   

ポストテスト    4.3     4.8      4.0      13.1         4.4    4.7      4.2       13.3   

実験群・統制群ともにプリテストよりもポストテストの方が平均点が高く，実験群の方が伸

び幅が大きかった。t-検定を行ったところ，実験群においては内容・構成・言語操作能力全て

の項目で統計的に有意差が認められた（構成・言語操作能力，p＜.01，内容，p＜.05）。統制群

については構成においては統計的な有意差が認められたが（p＜.01），内容・言語操作能力で

は統計的に有意差は認められなかった。 

採点をしたＡＬＴに全体的な印象を尋ねたところ，構成において一番改善が認められるとの

ことだった。表面的な構成であるものも中にはあるが，型を知り，型に当てはめて書こうとす

る試みが見られるとのことだった。その次に改善が見られるのが内容で，論理的に書かれ，説

得力があるものも見られた。言語操作能力の改善の度合いは顕著でなく，直りにくいエラーが

認められた。 
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図１                    図２ 

   

 また，生徒を個別に分析してみると，中には大幅に点数を伸ばしている生徒もいた。以下は進

歩が著しい生徒の例である。 

生徒１(実験群) プリテスト 

    I don’t agree with learn a second foreign language.  Because I will have to study very hard.  It is 
difficult for me to learn two second foreign language.  For example, if I learn to English and French I think 

it to be more difficult.  And I don’t use to learning English.  I want to study only English.  I don’t use a 

second foreign language.  I think that I learn to only English and I will be become good at speak English.  

English is very useful about all over the world.  First of all I must become a good English people. (113 words) 

                                     内容３ 構成２ 言語操作２ 総点７ 

ポストテスト 

   I think that high school students don’t have to learn a second foreign language.  First, if I learned a 

second foreign language, I wouldn’t study English well.  I am difficulty in studying English now, so I won’t 

remember English.  We have no opportunity to use a second foreign language.  I think we are hard enough 

to study English.  I think people who understand to be good.  Second, … （中略）Third, when we go abroad, 

we many not speak the its language.  We have a lot of useful machine or dictionary and books.  We can rely 

on them.  I think if we don’t speak it, we have good time in other country.  Therefore, high school students 

don’t have to learn a second foreign language. (164 words)    内容５ 構成５ 言語操作４ 総点１４ 

  プリテストにおいては，「２つの外国語を勉強するのは難しい」「第二外国語は使わない」と

いう２つの理由が挙げられているが，論理展開が明確ではない。また言語操作能力という点で

も意味が伝わらない間違いが多く認められる。ポストテストにおいては，３つ目の「第二外国

語は使わないかもしれない」という理由で，「辞書等を使えばよい」との説明を付け加えている。 

生徒２(実験群) プリテスト 

   I think that high school student should learn a second foreign language.  Beucase we can’t speak  

anything if we go to countries which are not used English.  When we can’t talk with other people, we can’t  

live in there, I think.   

And if we don’t learn a second foreign language, we can’t learn other country’s culture. 

If we should other country’s culture, we should learn their country’s language.  

I think to learn a second foreign language is very good.   

Then the school decides that high school students must learn a second foreign language or not. (95 words) 

内容３ 構成２ 言語操作３ 総点８ 

ポストテスト 

   I don’t agree with this statement: High school students should learn a second foreign language.  There 

are several reasons that I don’t agree with it. 

   First, some students won’t use a second language if they learn it in the high school.  If they don’t use it, 

they waste the time.  It isn’t good for them, because they should learn other subject for the exam.  But it is 

good for other hand students.  If they want to learn it, they should learn it.  In my opinion, all high school 

students don’t have to learn it. 

   Second, the teacher who can teach a second foreign language are not enough to teach high school 

students. 
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  A second foreign language is Korean, Chinese, French， Spanish. They are a lot of languages.  To teach 

some foreign language needs some teachers.  To teach it all high school students, teacher aren’t enough, I 

think. 

   Therefore, in my opinion, high school students who don’t want to learn a second foreign language and 

don’t have the time to study don’t have to learn it. (176 words) 内容５ 構成６ 言語操作４ 総点１５ 

 

  プリテストにおいてはパラグラフの概念がなく，説明も不十分で，言語操作の面においても 

 意味が伝わらない間違いが見受けられる。ポストテストにおいてはパラグラフの概念が意識さ 

 れており，「一般から具象」という配列で説明しようとしている。言語操作の面ではまだ間違い 

 があるが，表現力が増してきた様子がうかがえる。 

  さらに，テストスコアの分析とアンケートの結果を総合分析すると，ポストテストで点数を

大きく伸ばした生徒の共通点として挙げられるのは，意欲が高いということであった。特に内

容・言語操作の面で伸びが大きかった生徒は返却の際も活発に質問し，「上手に書けるようにな

りたい」という意識の高い生徒であった。 

6.2.1  アンケート 

  ライティング指導前後にアンケートを実施し，ライティング・フィードバックに関する意識

調査を行った。結果は以下の通りである（数字は全てパーセンテージ）。  

平成２１年度 

図３（１）ライティング活動は好きですか     図４（２）英語で書けるようになることは必要ですか 

    

図５（３）ライティング力がついてきたと思いますか  図６（４）教師からのフィードバックの形態 

  

図３・図５に表されているとおり，平成２１度では，指導前は英語のライティング活動に対

して好感を持っていない生徒の方がどちらかというと多かった。平成２１年度では，指導後わ

ずかだがライティング活動に対して好感を持つ生徒が増えた。予想したほど増えなかった理由

は，教科書のトピックに関連づけようとしたためにライティングのタイトルが難しくなってし
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まったためである思われる。またライティングが必要だと感じている生徒が大半であった。「何

のために必要か（複数回答可）」という問いに対しては，大学入試のため（52 人），コミュニケ

ーションをはかるため（24 人），定期テストのため（23 人）という順で回答が多かった。ポス

トテストで大きく点数を伸ばした生徒は，英語で書けるようになることは必要であると回答し

ていた。 

  「教師からフィードバックをして欲しいですか」という問いについては圧倒的にして欲しい

という回答（91.1％）だった。実験群に対する質問の教師からのフィードバックの形態につい

ては「ヒントをもらって自分で直す方が良い」（63.3％）が多かった。理由としては，「その方

が忘れられない知識になって良いから」，「自分で気がついた方が次につながるから」，「自分で

直した方が頭に残っているから」，「ヒントをもらって自分で正しく書ける力をつけたいから」

といったものが多かった。 

  その他活動に対する感想として，「短時間で自分の意見がスラスラ書けるようになった」，「ラ

イティング活動によって知識が定着し，英語力アップになると思う」，「意見を書くことによっ

って頭が良くなったと思う」等の声を聞くことができた。 

平成２２年度 

図７（１）ライティング活動は好きですか    図８（２）ライティングにもっと取り組みたいですか 

   

図９（３）手紙やインタビューの活動では読み手・書き手を意識した 

 

  平成２２年度においても，図７に示されているように指導前はライティング活動に対して好

感を抱かない生徒の方が多かったが，指導後では好感を抱く生徒が増加している。さらに，図

８にも示されているとおり，ほとんどの生徒が「もっとライティング活動に取り組みたい」と

回答しており，生徒のライティングに対する意欲が高まっていると推測される。内容を工夫し，

多様なジャンルでライティング活動を行ったことにより，生徒のライティングに対する印象が

変化したようだ。「手紙やインタビューでは読み手・聞き手を意識しましたか」との質問に対し
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ては，図９に示されているように半分以上の生徒が意識したと回答している。 

  その他活動から学習したこととして，「単語を覚えることの重要性がわかった」（７名），「文

法の使い方」（５名），「単語（類義語等含め）を覚えられた」（３名），「自分の思ったことを英

語で表現すること」（２名）が挙げられた。 

   

7 結論 

  平成２１年度の研究実践では一通り，授業実践・研究評価を行うことが出来た。その結果か

ら，ヒントを与えて生徒に改訂方法を考えさせた方が，直接改訂方法を指示するより，ライテ

ィング力を高めるのに効果的であろうという仮説は支持された。しかしながら，書き直し・学

習者が行った他の学習活動が生徒の力を高めることに関与した可能性も否定できない。 

  また，プリテスト・ポストテストにおいて大きく点数を伸ばした生徒を分析してみると，共  

 通点として「意欲が高いこと」が挙げられる。フィードバックが有効に生徒に取り込まれるた

めには生徒の意欲を高める工夫が不可欠だと考える。 

  そこで平成２２年度の研究実践では，フィードバックがより大きな効果を発揮するために， 

多様なジャンルでペア・ワーク等の形態も用いたライティング活動を実施した。読み手を意識

するような活動も取り入れた結果，生徒のライティングに対する意欲が高まったようだ。これ

らの結果から，生徒が読み手を意識するようなライティング活動，ピア・レビューを綿密にデ

ザインし，また，テスト・評価と連動して様々な角度から生徒の意欲を高めながら，フィード

バックを効果的に与えていくことが必要だと思われる。 
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