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授業学（関西）研究会

活動メンバー数：研究会参加者 平均15名（毎2か月）

登録者 約50名

活動内容（2018－2020）: EP論に基ずく授業分析と実践

Hanks, Judith. 2017. Exploratory Practice in Language 
Teaching. London: Macmillan Publishers Ltd.

様々な理論の輪読・実践報告と考察

個々のメンバーの授業分析から生まれるpuzzles

我々の研究は何に貢献できるのか？

応急処置にとどまっていないのか？
授業改善の根幹にある問題を
どのように解決するのか？

EP論をもとにした授業分析と
実践論文集の発行



発表者紹介

村上裕美 （SIG代表）

関西外国語大学短期大学部

中村詩のぶ 武蔵大学

大場 浩正 上越教育大学

中野 三紀 兵庫医療大学 熱心で、教育に情熱を燃やす
メンバーのみなさん



EP論とは
Puzzling, Puzzlement, and Being Puzzled

Arguing that solving the problem may be successful, but will 
not necessarily yield an explanation of why the problem 
happened in the first place, EP aims instead to focus on 
developing understanding(s). That is to say: ‘puzzling’ or 
‘puzzlement’ or ‘being puzzled’ about an issue in the language 
learning lives of teachers and learners. This focus means 
moving away from ‘how (to)’, and embracing instead ‘why’, as 
the deeper rationale for research. (下線は発表者, Hanks, 6)



Seven Principles
The ‘what’ issues
• Focus on quality of life as the fundamental issue. 
• Work to understand it, before thinking about solving problems.
The ‘who’ issues
• Involve everybody as practitioners developing their own 

understandings.
• Work to bring people together in a common enterprise.
• Work cooperatively for mutual development.
The ‘how’ issues
• Make it a continuous enterprise,
• Minimise the burden by integrating the work for understanding 

into normal pedagogic practice.                                        
( Allwright and Hanks, 2009, 260, Hanks, 97)



つまり

個々の教員と学習者によりpuzzling, 
puzzlement, being puzzledは異なる

普遍的な解決策や理論が見いだせない
（応急処置）

誰のための改善なのか（生徒のためのも
との自己防御）

応急処置から検査、投薬、手術 （徹底
検査と対策の検討）

授業の病巣や原因を見出すことがEP論
の基本

教師はエンターテイナーだけど
マジシャンじゃない



Nine steps for practitioner research

1) Why did you become interested in EP?

2）How did you use EP in your context?

3)  What puzzled you / your learners?

4)  What did you actually do?

5)  How did you combine research and pedagogy?

6)  What did you find out? 

7)  Was there any follow up?

8)  What is EP about for you?

9)  Is there anything also you would like to tell readers?

(番号は発表者 Hanks, 143-144)

1)&2)を導入できるフォーマットの開
発と普及の必要性



Puzzlingへ誘うためのフォーマット
（導入編、村上2020）



授業分析に導く
フォーチャート

（発展編 村上、2020)



実践者の報告

この写真 の作成者 不明な作成者 は CC BY-SA のライセンスを許諾されています

https://en.wikipedia.org/wiki/Jigsaw_puzzle
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/


EP論がどのように授業実践や
考察に影響しているのか

武蔵大学

中村詩のぶ



EP論のそもそ
もの始まり

言語教師は授業準備や採点、公務

に追われて研究をする時間がない

教師だけでなく言語教育に関わる

様々な人を巻き込んで自分のパズ

ルへの理解を深める

授業と研究の統合・学生と教師の

QOL改善



Chapter 9 : 
Collegial working

• Hanks先生ご自身によるEAPへ
のEP応用の実践

• 実際にEP理論をリサーチプロジ
ェクトなどに取り入れた教師の
体験談

• EP理論を授業に取り入れられた
学生の体験談

⇨どちらも自分だけのパズルだと
思っていたものが共通の課題であ
ることに気づく



2018年度と
2019年度
後期の実践

武蔵大学人文学部グローバルスタディーズコ

ース１年生

定員１５名

コース内容: EAP

週４回 授業 後半の７週間ほどでプロジェク

ト実施

Hanks (2017)で紹介されていた通り教師・学

生どちらのQOLが 向上する体験



言語教室をコミュニケーション活動
に対する安全・安心な場所に

上越教育大学 大場浩正

Puzzling:
本発表では、英語によるコミュニケーションを行うことが苦
手な大学生が、安心してコミュニケーションが出来る教室環
境にする（言語教室の質を高める）ために、どのような手だ
けが必要かを、学生の振り返りの分析から質的に考察する。



大学における授業実践

(1)実践対象：学校教育学部1年生

(2)実践対象授業：コミュニケーション英語

(3)実践内容：

・教室内コミュニケーションのルール

・協同学習とファシリテーション技術の援用（学び合う関係）

・「問い」「可視化」「承認」の重要性

(4)実践の成果（振り返りの質的分析から）

・お互いを尊重・承認し、失敗・間違いを容認することがアサーティブ
な関係を築き言語教室の質を高め、英語でのコミュニケーションを容
易にすることが明らかになった。



EP論の授業実践や考察への影響

兵庫医療大学

中野 三紀



Puzzle

学習者の学習動機が継続しないのはなぜか

Exploratory Practice

フォーカス・グループ・インタビュー

会話分析の手法を援用



結果

英語とは関係のない学部

実践者

(インタビュアー)

英語ができない

当然

学生は英語が苦手

前提



考察

英語

前提

自分

まとめ

学生 ＝「英語が苦手」

英語 関わり 学生



EP論はLanguage Teachingの視点
に立った理論

今後の活動

EP論に出会う機会を導入編フォーマットによ
り提供する

授業の深層部まで考察する機会を授業分析の
ための発展用フォーマットにより提供する

EP論への関心を広める



研究会へのご案内
次回研究会の予定

12月中旬の予定（ZOOMによる開催）

活動内容

・EP論に基ずく授業分析および実践の研究報告

活動予告

・英語によるEP論に基ずく授業分析および実践の論集発行

（Vol.2)

連絡先
hiromim@kansaigaidai.ac.jp

活動紹介ウエブサイト
Facebook

JACET授業学（関西）研究会


