
英学史におけるアクティブ・ラーニングの研究
― 会読と独習書に焦点をあてて ―

馬　本　　　勉

１．はじめに

グローバル化の進展など社会の大きな変化を見据え、我が国の教育改革が急ピッチで進められて
いる。平成26年11月、文部科学大臣は「初等中等教育における教育課程の基準等の在り方について

（諮問）」を発し、中央教育審議会に対して新学習指導要領等の在り方を諮問した。新しい時代に必
要となる資質･能力の育成のため、学習指導要領の基本的な考え方、新たな教科･科目の在り方、学
習･指導方法や評価方法の改善などについて検討するよう求めた。そこでは、「アクティブ・ラーニ
ングなどの新たな学習･指導方法のあり方」についても問われている1）。

英語教育に関しては、「言語や文化が異なる人々と主体的に協働していくことができるよう、外
国語で躊躇せず意見を述べ他者と交流していくために必要な力」をどう育むかを問い、「英語を使っ
て何ができるようになるかという具体的な指標」「小学校中学年から外国語活動、高学年では教科」

「中学校の授業は英語で行う」「高等学校では発表・討論・交渉などを行う能力」に言及している。
より高いコミュニケーション能力をアクティブ・ラーニングで養おうという意図が示されていると
言えよう。

問題は、アクティブ・ラーニングは本当に「新たな」方法なのだろうか、という点である。英学
史研究において蓄積されてきた過去の学びと、今日のアクティブ・ラーニングとの間に接点はない
のだろうか。本研究は、その接点を見出し、効果的な英語学習法の開発に資する提言を行うことを
目的とする。

２．アクティブ・ラーニングとは

ここでは「アクティブ・ラーニング」とは何かを確認した上で、英学との接点を考えてみたい。
質的転換答申2） では、学士課程教育の質的転換にアクティブ・ラーニングが不可欠であることを次
のように述べている。

生涯にわたって学び続ける力、主体的に考える力を持った人材は、学生からみて受動的な教育
の場では育成することができない。従来のような知識の伝達・注入を中心とした授業から、教
員と学生が意思疎通を図りつつ、一緒になって切磋琢磨し、相互に刺激を与えながら知的に成
長する場を創り、学生が主体的に問題を発見し解を見いだしていく能動的学修（アクティブ・
ラーニング）への転換が必要である。すなわち個々の学生の認知的、倫理的、社会的能力を引
き出し、それを鍛えるディスカッションやディベートといった双方向の講義、演習、実験、実
習や実技等を中心とした授業への転換によって、学生の主体的な学修を促す質の高い学士課程
教育を進めることが求められる。学生は主体的な学修の体験を重ねてこそ、生涯学び続ける力
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を修得できるのである。（中央教育審議会、 2012、 p.9）

答申に添えられた「用語集」において、アクティブ・ラーニングは次のように説明されている。

教員による一方向的な講義形式の教育とは異なり、学修者の能動的な学修への参加を取り入れ
た教授・学習法の総称。学修者が能動的に学修することによって、認知的、倫理的、社会的能
力、教養、知識、経験を含めた汎用的能力の育成を図る。発見学習、問題解決学習、体験学習、
調査学習等が含まれるが、教室内でのグループ・ディスカッション、ディベート、グループ・
ワーク等も有効なアクティブ・ラーニングの方法である。（中央教育審議会、 2012、 p.37）

この質的転換答申を受け、アクティブ・ラーニングは高等教育の場で急速に広がりを見せてい
る。理論的、実践的な研究が進む中、小川（2014）は、その狙いや方法論を包括した定義を試みて
いる。

アクティブ・ラーニングとは能動的な学習のことで、授業者（教員）が一方的に学生に知識伝
達をする講義スタイルではなく、学生が将来社会で求められる能力の基盤となるジェネリック
スキルを内発的動機づけに駆り立てられながら習得できるように学習内容と方法、そして環境
を準備し、「学生は授業を通して何ができるようになったのか」を基準にして授業設計を考え
る学修スタイルをアクティブ・ラーニングと呼ぶ。具体的には課題研究やPBL（プロジェクト・
ベースド・ラーニング）、ディスカッション、プレゼンテーションなど、学生の能動的な学習
を取り込んだ授業を総称して、アクティブ・ラーニングという。（p.25）

松下（2015、 pp.1-3）は、先行研究をまとめ、アクティブ・ラーニングの特徴として、次の６項目
を挙げている。

（a） 学生は、授業を聴く以上のかかわりをしていること
（b） 情報の伝達より学生のスキルの育成に重きが置かれていること
（c） 学生は高次の思考（分析、総合、評価）にかかわっていること
（d） 学生は活動（例：読む、議論する、書く）に関与していること
（e） 学生が自分自身の態度や価値観を探求することに重きが置かれていること
（f） 認知プロセスの外化を伴うこと

こうした定義は、すでに行われている様々な実践を総合して生まれたものであろう。「アクティ
ブ・ラーニング」と謳っているかどうかによらず、こうした要素を含む実践報告が増えている。例
えば土屋（2010）、江利川（2012）のように、英語の授業に取り入れた実践報告も増えつつある。

もっとも、歴史上に類似のものが存在する事例は少なくない。今日のテクノロジーが不可欠と思
われる実践や研究の中に、その原理や思想はすでに紙の上で、人力で行われていたという例もある。
英語教育に関して言えば、教材作成のための語彙選定資料とされる語の頻度や、読み物教材の指標
とされる未習語の比率など、コンピュータを用いたコーパス言語学の登場を待たずとも、
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ThorndikeやWestによって実践済みであった（馬本、 2005）。
では、アクティブ・ラーニングについてはどうであろうか。日本の英語教育200年の歩みの中に、

その要素を含む実践はなかったのだろうか。ここでは、日本で英語学習が始まった幕末期から明治
期までの、いわゆる「英学の時代」に注目し、集団的な学びである「会読」と、授業の前提となる
予習を支えた「独習書」の点から、その点を論じていくこととする。

３．会読とアクティブ・ラーニング

３．１　会読という協働学習
明治初年の英学塾において、「素読」「会読」と呼ばれる方法がとられていたことが知られている。

「素読」は、「教師が先づ発音（読方）を教へ、後訳語意味を教へ、二三回繰返し生徒が自ら読み得
るに至りて止む」（櫻井1936、 p.53）学習である。一方、日を定めて輪講するのが「会読」であり、「文
典のみは前日講義を聞きて之を輪講すれども、其他は四・五頁自身下読をして、（中略）先づ一番
が二三行読みて講義をすると、他生が其に対して不審を試みる。」（櫻井1936、 p.53）とある。

前田（2012a）によると、「江戸時代、全国各地の藩校や私塾では、会読という読書方法が広く行
われていた。それは、複数の人々が定期的に集まり、討論しながら一つのテキストを読むという共
同読書の方法で、儒学の経典や史書ばかりか、オランダ書籍や日本古典までもが、この方法で読ま
れていた」（p.20） という。さらに前田（2008、 p.18）は、「自己の意見をはっきりと表明し、相互
にそれを批判しあう」場であり、「定期的に集まり、集団で経書・史書を議論・討議する『会読』
の場が、近世日本の社会のなかで、個々人が等位で議論する公共空間であった」と述べている。ま
た、蘭学は、「会読」という自主的な読書サークルから生まれ、『解体新書』はその「共同成果」で
あるとも述べている。

福沢諭吉が蘭学を学んだ適塾の学習方法の一つに会読がある。幕末期には英語の必要性が高まり、
幕府の開成所、福沢の慶應義塾、箕作秋坪の三叉学舎などで英学が講じられたが、その学習方法は
蘭学の方法を引き継いだものであった。輪講3） とも呼ばれる会読がどのように行われていたか、い
くつかの回想を辿ってみたい。

開成所は、ペリー来航後に江戸幕府が開設した洋学研究教育機関「蛮書調書」を組織改編し、設
置された。そこで学んだ菊池大麓は、当時の英語学習を次のように回想している。

元との御維新以前の開成所あたりで英学をやつた方法は誠に迂闊な方法でありましたけれど
も、併しながら或は今日の方法よりは優つて居るかも知れぬと考へるのであります、其方法と
いふのはどういふやうなことであつたかと云ふと、所謂輪講といふものがありまして書物を輪
講するのです、月六回輪講があって、其輪講には或一人か読んて其意味を講ずる、すると其他
の者がそれに問をかける、それで其講じた者の言ふことと説が違えば反対の説を述べる、さう
してそれが正しければ其人の白点をつけて講した人に黒点がつく、又聞く人の説が悪るければ
其人に黒点かついて、講した人の説が善ければ白点がつく、亦文法に付てもさうであります、
例えば茲に「アイ、エム」といふ字がある、さうすると其「エム」と云ふ動詞に付いて総ての
変化を聞く、此不定法は何であるか、半過去の二人称の単数は何であるかといふやうな風に一々
問をかけるといふやり方でありました、生徒同士互いにさういふことをするのです、兎に角今
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日の教へ方は極く浅い教へ方であるといふことを考へるのであります。（中略）専門教育に於
ても普通教育に於ても、如何なる程度の教育に於ても、事実を知らしむる「ファクト」を学ば
しむるといふことも一部分でありますが、それよりももっと大切なるものは心力の鍛錬といふ
ことでありませう。「コンモン、センス」（常識と訳する所のもの）と、考へる所の力を養ふ、
即ち人間を、常識に富み、さうして物を考へることのできるものにするといふことが肝要であ
ります、将来発達をなすべき要素を作るといふことが肝要であると考へます、所が今日のはさ
うでなくして、唯だ詰込みさへすれば宣いといふやうな風の教へ方であると考へるのです。
 （田所、 1893、 pp.191-194）

これは明治34年12月に行われた帝国教育会での演説の一部分である。会読の進め方を振り返るとと
もに、factにとどまらないcommon senseの必要性を説いている。かつての会読はその養成にも寄
与したということを伝えようとしたものと思われる。

次に慶應義塾の前身で学んだ馬場辰猪（慶應２年入塾）の回想を紹介する。

学生は英語の直訳を学ばなければならなかった。此の小さい文典を読み終るといふと、もうそ
の上のことを教へることの出来るものは誰も居なかった。即ち誰も全くめいめいで勝手次第に
読めるものを読むことにしなければならなかった。けれども、会読と云っていたもの、即ちこ
の文典に載っているところのものの意味に就ての討論会のようなものがあった。それには年長
の学生の中から審判者（会頭のこと）を選ぶのであった。学生が下す解釈の当否に従って、そ
れぞれ点数が与えられることになつてゐた。ところで、此の会読がをはってしまうというふと、
学生が読むといふのは殆んど一つもなかったのだ。それでも、彼等は何うにかして、物理学と
か、地理学とかいふやうな書物を見つけて来ることは出来たのであったが、歴史、哲学、政治
学の書物に至っては何処にも無かったのだ。皆の中に書物がたった一冊あるきりであったので、
已むを得ず、めいめい原書をば紙へ一行々々書き写して、一週一度（月六斎即ち一月六回）開
かれる会読の準備に充てるのであった。（慶應義塾、 1932、 pp.14-15）

何を教材とするかにも苦労していた様子が伝わって来る。
最後に、箕作秋坪（菊池大麓の父）が開いた三叉学舎の様子を、平沼淑郎が回想している。

會頭は上座に在つて開講を宣し、抽籤によって席次を定める。第一番に当たつたものが先づ一
節を講讀をする。さうすると、會頭が第二番の生徒に異議はないかと尋ねる。さうして三番四
番と順次に意見を徴する。全會異議がなく、且それに誤謬がなければ、會頭はそれで宜しいと
宣する。少し誤謬があれば、會頭はこれを指摘して説明を下す。かくして全會が挙つて誤つて
ゐる時には、全員に黒點を與へる。これは異議がない時のことであるが、順次意見を徴する場
合に一番の講読に對して他の生徒が異議を申し立てると、會頭は正否を決する。さうして正し
い方のものに白點を與へ、誤つてゐる方のものに黒點を與へる。一ヶ月の終りに白黒両點の数
を計算してプラス幾何、マイナス幾何と定め、講堂に掲げてある名札の順次を更める。
 （定宗、1932、p.55）
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会読は、「辛苦を重ねた予習ののち迎える」（梅溪1996、 p.53）ものであり、「教師に教わるとい
うより、生徒自身が学習して絶え間なく学力を練磨する過程であり、生徒の強い知識欲と自学自習
の精神に支えられてはじめて成立する過程」（茂住1989、 p.244）であった。

前田（2012b、 p.54）は、会読の３つの原理として、「相互コミュニケーション性（討論）」「対等
性（車座）」「結社性（規則を守る自発的な集団）」を挙げている。会読によって学ぶテクストの内
容にとどまらず、会読という学び方から得られるものを示唆していると思われる。

３．２．会読の準備
素読、会読は、英学以前に漢学、蘭学で行われていた方法であり、漢学の場合は、「返り点や送

り仮名のあるテキストを訓読によって読む（中略）。たとえば、『論語』であれば、「子曰く、学び
て時にこれを習う、また説ばしからずや」と読むのであって、中国語で読みあげるわけではない」
という（前田2012b、 p.37）。訓読をすらすら読めるようにするのが素読の目的であれば、必ずしも

「素読＝原文テキストの音読」とは限らず、This is a pen. を「This これは　a 一本の　pencil 鉛
筆　is である」（茂住、 2013）、I have four books. を「I 私は　four ４冊の　books 本を　have 持っ
ている」（平賀、 2014）と読んで繰り返した素読があったこともうなづける。

会読は、この素読の後に行われるが、その準備はなかなか大変であった。福沢諭吉は、適塾で蘭
学を学んだが、そのときの会読準備の様子を次のように回想している。

その写本の物理書医書の会読を如何するかと云ふに講釈の為人もなければ読んで聞かして呉れ
る人もない内証で教へることも聞くことも書生間の恥辱として高々一も之を犯すものはない唯
自分一人で以てそれを読砕かなければならぬ読砕くには文典を土台にして辞書に便る外に道は
ない其辞書と云ふものは此処にヅーフと云ふ写本の字引が塾に一部ある是れは中々大部なもの
で日本の紙で凡そ三千枚ある之を一部拵へると云ふことは中々大きな騒ぎて容易に出来たもの
ではない是れは昔長崎の出島に在留して居た和蘭のドクトル ヅーフと云ふ人がハルマと云ふ
獨逸和蘭対訳の原書の字引を翻訳したもので蘭学社会唯一の宝書と崇められ夫れを日本人が伝
写して緒方の塾中にもたった一部しかないから三人も四人もヅーフの周囲に寄合て見て居た夫
れからモウ一歩立上るとウエーランドと云う和蘭の原書の字引が一部あるそれは六冊物で和蘭
の中が入れてあるヅーフで分からなければウエーランドを見る、所が初学の間はウエーランド
を見ても分る気遣はない、夫ゆゑ便る所は只ヅーフのみ会読は一六とか三八とか大抵日が極つ
て居ていよいよ明日が会読だと云ふ其晩は如何な懶惰生でも大抵寝ることはないヅーフ部屋と
云ふ字引のある部屋に五人も十人も群をなして無言で字引を引つつ勉強して居る夫れから翌朝
の会読になる（福沢、 1899、 pp.132-133）

この状況は、福沢の元で英学を学んだ馬場辰猪も同様であった。先に引用した箇所の続きに、次の
ような苦心談が続いている。

前に云ったやうな小文典を読んだだけの知識貧弱なる学生のことであるから、物理学の如き科
学書を読む際の困難といふのは実に甚だしいものであった。彼等は毎会読の仕度をするために、
何うしても辞書で三百字を引かなければならなかったのだ。さういふ風で、その問題の相応な
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知識を持つことが出来るに至るまで、英語を解しようとする非常な骨折りを続けるのであった。
 （慶應義塾、 1932、 p.15）

文典を終え、辞書の下調べが十分に行われたところに会読が成立した。互いに意見を戦わせる前
の下準備に真剣に向き合う当時の学習姿勢を見ることができる。

会読はやがて、政治的な討論につながるという理由で、国家主義的な教育を目指す明治政府から
排除され、明治初期の学校制度の中から姿を消していく（前田、 2012a、 p.26）。皮肉なことに、明
治20年前後の英学ブームの中、かつて会読準備に必要とされた膨大な「下調べ」を容易にする書物
が大量に出版される。「独案内」と呼ばれる独習書である。

４．独習書とアクティブ・ラーニング

４．１．自学自習の書
筆者はこれまでに、明治期の舶来・翻刻英語教科書（文典、万国史、綴字、読本）の独習書とし

て発行された「独案内」「直訳」「講義」「字書」「かなつき」等、約700点からなる書誌データベー
スを作成し、その全体的な傾向を概観するとともに、訳読の個別事例を分析してきた。「訳読」の
参考書とされた「独案内」「直訳」「講義」の特徴をまとめると、次のようになる。

独習書における記述と学習の諸相

記述内容（学習内容） 独案内 直訳 講義
英語原文、綴り字 ○ ×（一部のみ） ○
発音 カナ表記 英語カナ表記ルビ カナ表記＋α
単語の訳語 本文の各語 − 注記
文法、語法 訳順を示す訓点 再読に注意を促す 注記
訳文 直訳、意訳 訓み下し文 和訳

全体的な傾向としては、明治18年から21年までの４年間に出版された点数（主に「独案内」「直訳」）
が約半数を占め、この時期に英語学習熱が高まったことをうかがわせる。鹿鳴館に象徴される欧化
政策によって英語学習意欲が高まる一方、尋常中学校の一府県一校設置を謳った中学校令（明治19
年）の影響で独学を余儀なくされた者が増えたことも要因として考えられよう。明治20年前後は、

「独案内」「直訳」がほとんどを占めているが、その後、明治30年代にはそれらが減少し、「講義」
が増加する。英文の各語に訳順番号を付す「独案内」や、全ての語の訳出を基本とする「直訳」か
ら、徐々にこなれた訳文と語句解説の充実した「講義」へと変わっていく様子は、独習書の形態と
ともに、訳読の質的変化をも表している。

以下、明治20年に発行された「独案内」と「直訳」、明治45年に発行された「講義」の画像を紹
介する。
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森修一（1887）．『ニューナショナル第三リードル独案内』吉岡平助．

亀井晴吉（1887）．『正則ニューナショナル第三読本直訳』内山亀太郎．
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「独案内」は、英語の原文の行間に、カナ表記による発音、語義、その語義から訳文を作るため
の訳順数字が記された書物であり、「直訳」は「独案内」の訓み下し文（和訳）の行間に、カナ表
記による英単語の発音や、一つの単語に複数回訳語を与える「再読」への注意を促す傍点を施した
書物である。いずれも「虎の巻」と呼ばれた参考書である。「講義」は一見、現代の英文解釈参考
書にも近いスタイルで、英文のパッセージと、それに続く和訳、解説とで構成されている。

こうした独習書が「素読」「会読」とどのように関連付けられるか定かではないが、「素読」は、
教師の指導によって発音と意味を生徒自ら言えるようにする過程であり、「会読」は生徒が相互に
訳の良し悪しを吟味する過程である。「独案内」は、各語の発音をカナで示し、訳語も併記し、そ
の訳語をどういう順番で並べるかを数字で表していることから、「素読の手順を記した書」という
性格を持つかもしれない。会読は、苦しい予習を前提に、集団で切磋琢磨し、より良い訳を求める
過程であった。その「会読」において、訳文のお手本（あるいは「アンチョコ本」）として、「直訳」
は参考にされたかもしれない。

会読の準備で述べた苦労に比べ、独習書の存在は、辞書と首っ引きで行う自学のスタイルを大き
く変えたことであろう。漢文訓読にも似た「独案内」の記述は、その訓み下しにあたる「直訳」と
ともに、英語学習を妨げるものとして明治30年頃から批判の的とされるようになったが、それは単
に、不正確な訳など、独習書の質が問題であったということだけでなく、苦労して予習することを
回避させてはならないという、多分に精神論的なものであったと思われる。

しかし明治40年代には、独習書を自習用に持たせ、授業中は活動を行う実践が提案された（神保、 

長谷川康（1912）．『ナショナル第参読本講義 下巻』宮邊富次郎．

英学史におけるアクティブ・ラーニングの研究 ―会読と独習書に焦点をあてて―

― 8 ―



1911）。現代の「和訳先渡し」、あるいは「反転授業」を思わせる実践が、明治期に行われていたの
である。

４．２．独習書による反転授業
神保（1912a、 pp.16-17）は、当時の読本教授は意味の説明に大部分の時間を割いており、教室

でなければ発揮し得ないところを発揮させるべきとして、次のような主張を展開している。

読本教授に際し若し全く予習を禁じ教室にて新事項の「教授」をなさんとすれば従来の如く授
業時間の大部分を取られ重要なる「練習」に充つ可き時間甚だ少くなる。今「教授」に要する
説明の部分を紙に書き表はして之を生徒に与え即正確詳密なる読本講義を生徒に持たせ教室外
に於て新事項の「教授」を完成せしめ教室に於ては教師の指導の下に十分なる「練習」をなさ
ば教室の仕事の長所を十分に発揮せしめ教室に於てのみ得らるる効果を十分に収め得べし。此
方法によれば同一時間中に従来よりも一層多量の材料を教授練習し得べし従って言語観念を多
量に蓄積せしめ其観念を明瞭正確に把住せしめ得べく又此観念を材料となし基礎となし資本と
なし実地に運用に読書記述談話等の自然の場合、人為的場合の言語行為を敏速になし得べし。

こうした実践で用いるため、神保（1912b、 pp.26-27）は、生徒に持たせる「講義」が備えるべき
記述内容として、次のものを挙げている。

・未知の単語の声音
・単語が連結して句をなし文をなす上の抑揚声音の区切り等
・各単語別々の意義
・連結して句を成し文を成し章を成したる上の特殊の意義
・単なる訳語に止まらず十分な説明を加える
・説明には英語も用いる
・単に観念内容だけでなく情調内容（心持）も示す 
・文法上の注意を挙げる
・参考書を挙げる

こうした情報を事前に学ばせておいて、授業では練習を重視するという発想は、反転授業に通じ
るものである。バーグマン＆サムズ（2014）の序文において、反転授業は「説明型の講義など基本
的な学習を宿題として授業前に行い、個別指導やプロジェクト学習など知識の定着や応用力の育成
に必要な学修を授業中に行う教育方法」（p.3）として説明されている。「従来の授業では学習内容
の説明に授業時間の大半を使うため、個別指導や協調学習など教員や学習者同士の相互作用的な活
動に十分な時間を確保することができなかった」（p.3）との指摘は、上の神保の主張と通じるもの
である4）。
「反転授業」における事前学習は、eラーニングであらかじめ動画を視聴するといったICTの活用

が主流であるが、森（2015）が「リーディング・アサインメント（事前に配布資料を読み込んでか
ら議論を行う授業形態）など、講義動画以外の教材を活用し、事前学習を促すことで対面授業のア
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クティブラーニングを活性化する教育方法もすでにいくつか存在している」（p.52）と指摘するよ
うに、反転授業から「読む」ことによる予習を排除することはできないであろう。神保の唱えた独
習書の活用は、ICT以前の「反転授業」の事例と言えるのではないだろうか。
「和訳先渡し」の実践も、これに通じるものがある。「和訳を先に渡してはどうか」という提案は、

金谷ほか（2004、 p.30）がいうほど「過激な提案」ではないが、それによって生み出された時間をディ
ベートやディスカッションに使うという点は、この活動がアクティブ・ラーニングに結びつくこと
を表している。

５．英語学習法開発の可能性

本稿では、アクティブ・ラーニングの要素を英学史上の実践の中に見出し、新たな英語学習法開
発に至る道筋を見ようとしてきた。これまでの議論を通じて明らかになったのは、協働学習を展開
する上での「会読」の可能性と、「独習書」による反転授業の可能性である。

５．１．会読を応用した協働学習
「会読」の要諦は、十分な下調べに基づいた学習者間の切磋琢磨ということになろう。そこで討

論されるべきは、単に目標言語から母語への訳だけでなく、訳の吟味から深い解釈へとつながるも
のであろう。さらに目標言語の運用へと結びつけば、「現代の会読」が英語授業の中心を担うかも
しれない。実践可能な例を示そう。

ガイ（2012、 p.211-212）は、訳を活用した教育方法について、「言葉について考えたり語ったり
することを、学生が積極的にかかわる形で、かつ言語使用能力の向上に直接役立つ形で盛り込んだ
活動も存在する」と述べており、例として、誤訳に関する議論、映画字幕の批評、同一の文章に対
する意訳の比較を挙げている。いずれも、「楽しいだけではなく、学習言語に関する具体的で記憶
に残りやすい」（p.212）ことから、母語による訳を介在した活動であっても、目標言語の習得に資
する工夫となりうることを示唆している。

馬本（2009）は伝統的な学習法を組み合わせ、ワークシート１枚でDictation（書き取り）、 
Translation（和訳）、 Re-translation（復文）を課して運用力を高める「DTR学習法」を提唱した。
このDTRの諸過程に会読的な要素を取り入れ、自学自習と協働学習とを組み合わせることで、よ
り深い理解と高い運用スキルを目指す学習法が構築できそうである。会読の持つ競争的な要素も鍵
となるかもしれない。

５．２．独習書を応用した反転授業
神保の実践の延長線上に、「和訳先渡し」という現代的な実践が存在する。いずれも重視してい

るのは、授業外学習を充実させることによって生み出された時間を活用し、授業内活動を充実させ
ることである。事前に訳を知るという意味でのリーディング・アサインメントは当然可能であろう
が、さらなる工夫も考えられる。

馬本（2015b）は、予習自体に協働学習を取り入れ、eラーニングのプラットフォームである
Moodleを用いた実践を紹介している。学習者は与えられた英文テクストについて、「語句や文法に
関する質問」「内容理解問題」「和訳」をフォーラム（Moodle上の掲示板）に書き込み、その回答
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やコメントが他の学習者によって書き込まれる。学習者集団は自主的にその活動を繰り返し、協働
学習による予習が進んでいく。これにより、授業内での解説時間は短縮され、テクストに関するディ
スカッションに時間を割くことが可能となる。これはいわゆる「独習書」による予習ではないが、
一人で黙々と書物に向き合う活動に比べ、動機付けを高めることができる。「独習書」ならぬ「協
習板（協働学習掲示板）」を用いた予習による反転授業ということになるだろう。

６．おわりに

会読と独習書に焦点を当て、英学史とアクティブ・ラーニングの接点、および新たな英語学習法
開発の可能性を論じてきた。さまざまな工夫を実現し、実のある学びとするために、改めて予習と
いう「授業外」学習の重要性に気づかされる。当たり前のようだが、目の前のテクストと真剣に向
き合い、きちんと読み、理解することが応用への準備となる。それを自分の言葉で説明しようとす
るとき、共に学ぶ者同士のコミュニケーションが深まり、相互作用の中から能動的な学びが実現す
る。このように考えていくと、未知の言語を習得しようと格闘した「英学時代の学び」は、アクティ
ブ・ラーニングの原理を抜きには説明できないのかもしれない。

英学史とアクティブ・ラーニングの間には、本稿で論じた以外の接点がまだまだ存在するだろ
う。双方の本質を追究しながら、さらに議論を深めていきたい。

謝辞
本研究は、JSPS科研費24520637の助成を受けたものです。

註
１）高等教育においては、中教審が平成24年８月に出した「新たな未来を築くための大学教育の質

的転換に向けて：生涯学び続け、主体的に考える力を育成する大学へ（答申）」の中で、「アク
ティブ・ラーニングへの転換」が謳われた。ここでも、求められる学士力をアクティブ・ラー
ニングによって育てることが示されている。

２）上記註１）の答申は、広く「質的転換答申」と呼ばれているため、本稿もそれにならった。
３）武田（1969、 p.316）は、「用語の文字の意味に従って、会読とは会集して業本を読む（読解する）

ことであり、会講は会集して業本の章節を講明することであり、会講において輪番に講述する
形をとる時に、これを輪講という、と、このように解すれば、まことに瞭然であるけれども、
事実は必ずしもそうなっていなかった」と、用語が混在していたことを述べている。それらの
総称は「会業」である。

　　　前田（2012b、 p.46）は、協同学習の方式である「講ずる会読」（＝輪講）について次のよう
に述べているが、本稿においても、輪講と会読とを特に区別せず用いる。

　　　　 輪講は七、八人、多くて十人程度の生徒が一グループとなり、その日の順番を籤などで決
め、前から指定されていたテキストの当該箇所を読んで、講義をする。その後に、他の者
がその読みや講述について疑問を出したり、問題点を質問したりする。講者はそれらに答
え、積極的な討論を行う。これを順次、講義する箇所と人を代えて繰り返していくもので、
先生は討論の間、終始黙っていて、意見が対立したり、疑問がどうしても解決しなかった
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りしたときに、判定を下すにすぎない。ここでは、基本的に生徒同士の切磋琢磨が求めら
れている。

４）神保の実践は、佐伯好郎のアイディアである（桜庭ほか、 1978、 p.250）。佐伯（1910）は、「立
派なる参考書を生徒に供給して生徒は内で之に依りて翌日の日課を充分に下た調をする、そし
て教場では教師が之を基礎として色々質問を発して既習の智識を確実にし、更に進んで其応用
や、練習を積ませて之を充分に消化せしめるやうにしなければならぬ」（p.31） と述べている。
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