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1. はじめに
英語コーパス研究は、英語学習者用辞典の開発や英語学習者コーパスを活
用した誤り分析など、英語教育にさまざまな方法で活用されている。コー
パスにおける語句や文法項目の使用頻度は学習優先順位を決める一基準に
もなるため、英語教育において重要なデータの 1 つである。しかし、この
頻度にも色々な集計の仕方がある。たとえば、take という動詞ひとつを例に
とってみても、take 単体に着目し、活用形（take, takes, took, taking, taken）
ごとに使用頻度の情報を収集する方法や、take と前後の語句とのつながり
に着目し、take の用法（take pictures など）の頻度を収集することもできる。
後者に述べたような語と語のつながりは、英語学習者が語彙を使いこなす
ためには非常に重要な情報である（e.g., 投野, 2015）
。また、take を含む基本
動詞は英語学習上級者にとっても使いこなすことが困難であり（Altenberg

and Granger, 2001）、基本動詞を使いこなすことに苦手意識をもっている学
習者が非常に多い（田中・佐藤・阿部, 2006）ため、語彙習得のなかでも重
点的に指導する必要がある。そこで筆者は、基本動詞の実践的用法を学習
者が意欲的に学ぶことのできる教材を制作することを目的として、英語母
語話者コーパスを使用した基本動詞の用法の研究を行っている。
英語コーパス研究の結果は、語彙リストや表で提示されることが多い
（e.g., Chon and Shin, 2013; Lei and Liu, 2018）。しかし、筆者が扱っている
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データは、語句の頻度情報にとどまらず、take と一緒に使用されている語
（以下、共起語）の種類とその頻度、take と共起語から成るまとまりの意味
とその頻度、意味のまとまりの種類など複数の種類の情報である。これら
の複雑な情報を学習者にわかりやすく提示するには、リストや表の形式よ
りも、グラフやイラストなどを用いて情報を読み手に分かりやすく視覚化
するインフォグラフィックス（Infographics）のほうが、表現方法としてよ
り適切であると考える。
そこで本論文では、これらの基本動詞の実践的用法を学習者に分かりや
すく、かつ学習意欲を高めるような提示方法を模索するために、インフォ
グラフィックスという表現方法の 1 つを活用して英語基本動詞学習教材を
制作した。さらに、制作した教材は英語学習者の語彙学習の動機づけにど
のように影響を及ぼすか、そしてインフォグラフィックスは学習内容の理
解を助けるかを検証するため、実証実験を行った。

2. 教育へのインフォグラフィックスの活用に関する先行研究と
課題
インフォグラフィックスとは、複雑な情報を把握・整理し、視覚的に表
現することにより分かりやすく伝えるグラフィックデザインのことであり、
イラストなどを用いて図解するダイアグラム、図形などを用いて相互の関
係を説明するチャート、表、グラフ、地図、ピクトグラムなどがある（木
村, 2010）
。インフォグラフィックスは、新聞、Web、公共施設などあらゆ
る分野や場面で活用されており、教育の分野においては主に 2 つの活用方
法がとられている。

1 つ目は、指導者が制作したインフォグラフィックスを授業内で使用する
方法である。たとえば、小池・岡田（2014）は、教員と大学生が原子力の専
門家と共同でインフォグラフィックス制作し、小学生に対して放射線に関
する授業を行なった。このインフォグラフィックスは、
「放射線の量が多い
場所から遠く、放射線を浴びる時間が短く、遮蔽物が厚いほど放射線の量
が少なくなる」
（小池・岡田 , 2014, p.242）ことをグラフやイラストを使用
して示し、さらに放射線から身を守る方法も文章にイラストを添えている
1

。時間的視点、空間的視点、関係的視点の 3 つの視点に関する情報と、情
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報同士の関係性が 1 ページに視覚化されており、小学生にとっては難しい
と思われる内容が、わかりやすく紹介されている。小池・岡田（2014）はア
ンケート調査などを行なっておらず、学習者による教材の評価に関しては、
熱心に聞いていたという記述にとどまった。Rezaei and Sayadian (2015) は、
大学 1 年生英語学習者 60 人を対象とした英語の文法の授業にインフォグラ
フィックスを使用した。インフォグラフィックスは教授対象学習者にとっ
て新しい文法のポイントを、色分け（color-cording）、画像、アイコン、統
計データなどを用いて説明したものである。このインフォグラフィックス
は、文法構造を説明したり、学習者の考えを整理したり、学習者の注意を
引きつけ言語活動をより興味深いものにすることに役立てられた。その結
果、学習者の学業成績が向上したと報告されている。しかし、Rezaei and

Sayadian (2015) には、実際に使用したインフォグラフィックスの画像が示
されていないため、どのようなインフォグラフィックスを用いて学習が行
われたのかが明らかになっておらず、その制作方法についても言及されて
いない。また、インフォグラフィックスを用いた教材がどのように学習者
の動機づけに影響を及ぼしたかについても調査は行われていない。

2 つ目の方法は、学習者がインフォグラフィックスを作成することを通
して学ぶ方法である。Dahmash, Al-Hamid and Alrajhi (2017) は、高等教育
の言語学の授業に 1 つのプロジェクトとしてインフォグラフィックスを取
り入れた。被験者である大学 4 年生 186 人が個人、ペア、またはグループ
での活動を選択し、インフォグラフィックスを作成した。アンケート調査
の結果、約 8 割の被験者がインフォグラフィックスの作成は情報の分類や
抽象的な概念を視覚化することに役立つと回答した。上述した 2 つの先行
研究同様、Dahmash et al. (2017) も動機づけに関しては調査を行なってい
ない 2。
インフォグラフィックスを教育に活用した実践研究は、さまざまな教育
分野においてインフォグラフィックスという表現方法には学習態度や学業
成績の向上などの効果があることを示している（e.g., Dahmash et al., 2017;

Rezaei and Sayadian, 2015）。しかし、いずれの先行研究においても、学習
者の動機づけの観点は重要視されておらず、具体的にどのような教育的指
針やデザインの指針を考慮し、インフォグラフィックスが作られたかにつ
いても明らかになっていない。さらに、国内でインフォグラフィックスを
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活用した教材の実践研究の報告は私見の及ぶかぎり小池・岡田（2014）以
外は見つからず、国内でのインフォグラフィックス教材の英語教育におけ
る実証研究の事例は確認できなかった。以上のことから、教材としてのイ
ンフォグラフィックス制作過程を提示し、制作した教材がどのように学習
の動機づけに影響を及ぼすかを明らかにすることは、英語教育分野おける
インフォグラフィックスの活用の発展に貢献することができると考える。

3. 事前調査と教材制作
3.1. 教材の指針
英語基本動詞のなかでも take は意味範囲がもっとも広いと考えられるも
ののひとつである（田中・佐藤・阿部, 2006）ため、筆者は基本動詞 take に
着目し、英語母語話者による take の用法分析を行なった。調査に使用した
3
コーパスは、Michigan Corpus of Academic Spoken English（以下、
MICASE）

である。本研究では、MICASE から抽出した take の実践的用法 4 を用いて
英語基本動詞学習教材を制作するにあたり、以下 4 点を本研究の被験者の
学習目標として設定した。
（1）多様な表現を可能にするという基本動詞の特徴を理解する。
（2）基本動詞を使用した表現の意味のまとまりの捉え方を理解する。
（3）take はどのような共起語と使用され、どのような意味になり、ど
のような文脈で使用できるのかを学ぶ。
（4）意味のまとまりを意識した基本動詞学習法を学ぶ。

3.2. 動機づけ設計の指針
本研究では、インストラクショナルデザイン理論（以下、ID 理論）のな
かで動機づけのモデルとして広く用いられてきた ARCS モデルに基づき、
英語基本動詞学習教材制作のための動機づけ設計指針を作成した。ARCS
モデルとは、学習意欲に関連する概念を「注意」
（Attention）
、
「関連性」
（Relevance）
、
「自信」
（Conﬁdence）
、
「満足感」
（Satisfaction）の 4 つの領域
に分類したものであり、このモデルを活用することにより学習を刺激し保
持するための方略をたてることができる（Keller, 2009/2010）
。

Keller は ARCS モデルを適用する際、学習者のプロフィールに対応した動
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機づけ設計を行うことを提唱している。たとえば、ARCS モデルを適用し
た中国語の e ラーニング教材制作とその実践を行なった趙ほか（2014）は、
アンケート調査の結果と教師としての現場経験に基づき、学習者のニーズ、
学習経験、学習困難点を考慮し、動機づけの方法を決定している。そこで
本研究では、趙ほか（2014）の形式にしたがい、被験者に事前アンケート
調査を行い、その結果に基づいて動機づけの方向性を決定した（表 1）
。
本研究の被験者は、M 大学 2021 年度に開講された英語授業のうち、筆者
が担当した前期の TOEIC®︎ Listening & Reading Test を中心としたクラスの

受講生である。新型コロナウイルス感染症まん延の影響により、この授業
はすべて双方向オンラインの形式で行われた。授業は主にビデオ会議ツー
ル Google Meet を使用し、資料の配布や課題の提出などは Google Classroom
を使用して行った。受講生は、1 年生が 47 名で 4 年生が 1 名の計 48 名で構
成され、いずれも教育学部の初等教育教員養成課程に在籍している。
「どのような方法で英語の語彙学習をしていますか ?」という事前アン

ケートの質問に対して、被験者 48 人のうち 38 人が単語帳を用いた学習を
行っているという回答をした。つまり、全体の約 79.2% という高い割合で
語彙学習に単語帳を用いている傾向が明らかとなった。単語帳を使用した
語彙学習には、単語と意味一対一の組み合わせを機械的に暗記するという
単純で取り組みやすく、語彙サイズを増やすことができるという利点があ
る（門田・池村, 2006, p.110）
。しかし、この単語を機械的に記憶する作業
を繰り返す語彙学習は、学習者にとってつらく、学習動機を保つことが困
難になるという問題がある（門田・池村, 2006, p.111）。さらに門田・池村
（2006, p.111）は、
「英語学習が単なる記憶ゲームとしてとらえられて、英
語学習の最大の目的であるコミュニケーションのために英語を使うという
観点が脱落してしまう」という問題点を指摘している。つまり、本研究の
学習者の多くは英単語とその意味を覚えるという機械的な語彙学習方法を
とっているため、学習動機を保てず、学習した語彙が産出語彙に発展して
いないという問題を抱えている可能性があると考えられる。これらを考慮
し、語彙学習の動機づけや、語彙を増やすだけでなく使って表現できるよ
うになるという意識づけを、動機づけの方向性の 1 つとして設定した。
また、同様の質問に対して、
「文を読んでいてわからなかった単語を調べ
る」
、
「英文を読んだときに意味を調べる」
、や「聞き取り」と答えた被験者
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はそれぞれ 1 人のみであり、読む活動や聞く活動に関連づけた語彙学習は
ほとんど行っていない傾向が明らかとなった。中田（2019）は「実際にそ
の単語をどのように使うのかといったことを学ぶ上では、文脈があった方
が望ましい」
（p.94）と述べ、take のような多義語の習得には「単語の様々
な用例に接したり、明示的な説明を受けること」
（p.4）の重要性を述べてい
る。以上の学習者特性と考察を考慮し、さまざまな用例の提示をすること
により、文例や文脈から使い方を学ぶように注意を喚起することを動機づ
けの方向性に組み込んだ。
表 1. 本研究の学習者のプロフィールと動機づけの方向性
学習者のプロフィール

動機づけの方向性

語彙学習に単語帳を使
用している学習者の割
合が高い

・機械的に覚えるだけでなく、使えるようになること
を意識して語彙学習をするように注意を喚起する
・発見学習により満足感と自信をつけさせる

「読む」と「聞く」に関
連づけた語彙学習はあ
まり行っていない

・文脈から使い方を学ぶように注意を喚起する
・具体的な学習目標や練習方法、用例を提示し、満足
感と自信をつけさせる

「話す」と「聞く」に苦
手意識を持つ傾向

・学習者が親しみを感じやすい文脈の「話し言葉」の
例文を使用し、関連づけをする

事前アンケート結果と動機づけの方向性を考慮し、19 項目から構成され
る ARCS モデルに基づく英語基本動詞学習教材動機づけ設計の指針を作成
した（表 2）
。本研究では、インフォグラフィックスによる教材のわかりや
すさに重点を置いているため、指針にもこの点を反映させた。たとえば、
「注意」の分類に関しては、インフォグラフィックスという視覚的効果によ
り教材に学習者の注意喚起を促し、視覚的表現に変化をつけることにより
学習者の注意を保持することが期待される。また、ピクトグラムやイラス
トはメディアや公共施設などの普段の生活のなかで目にしているだけでな
く、学習者が中学や高等学校で使用した主要な英語教材の 1 つである英語
教科書でも使用されていることから、これらの視覚的要素を取り入れるこ
とは、学習者が本教材に親しみを持ち、
「関連性」を高めると考えた。
インフォグラフィックスには、画像、動画、インタラクティブの主なる

3 つの形式がある。動機づけの観点から、本研究ではこれらの形式のうち
インタラクティブを採用した。具体的には、通常の授業で使用しているス
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表 2. ARCS モデルに基づく英語基本動詞学習教材動機づけ設計指針

ARCS

A1. 知覚的
喚起

注意

A2. 探究心
の喚起

A3. 変化性

R1. 目的
指向性

ARCS モデルに基づく英語基本動詞学習教材動機づけ設計指針

視覚的効果

グラフやイラストを含むインフォグラ
フィックスという新しいアプローチを用
いて、教材全体に関わる概念や用例をわ
かりやすく、具体的に説明することによ
り、興味を引きつける

邪魔の削除

学習者の集中を妨げるような、内容に関
係のない視覚要素の使用は避ける

発見学習

学習者が興味のある箇所を選択し能動的
に学べる仕組みにより、探究心を持たせ
る

情報のまとまり

説明や例文などの内容を簡潔にし、飽き
ずに学習に集中させる

機能的な統合

グラフ、イラスト、文字を統合的に提示
し、内容理解と記憶を助ける

形式の変化

教師による説明を見聞きするだけでなく、
学習者が興味のある箇所を選択し学べる
インタラクティブ性を持たせることによ
り、学習者を惹きつける

重要性と有用性

学習者が最も苦手意識を持っている「話
す」に関連していることを示し、具体的
な目標を明示することで、重要性と有用
性を示す

関連性

R2. 動機との
学習記録
一致

R3. 親しみ
やすさ

学んだ語彙学習方法を使用し、学習者が
個人の学習記録を保持できる方法を提示
する

身近な題材

大学という学習者にとって身近な場面で
収集された用例を使用することにより、
学習者に学習内容との一体感を抱かせる

身近な視覚要素

学習者が英語教材でなじみのあるピクト
グラムやイラストを使用することにより、
教材に親しみやすさを持たせる

身近な形式

普段の授業で用いているため見慣れてい
るパワーポイントの形式を使用すること
により親しみやすさを持たせる

自信

C1. 学習要求 ゴール

教材の内容の学習に成功すると、どのよ
うなことができるようになるか具体的に
示す
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自信

C2. 成功の
機会

目標と構造

学習者が全体的から詳細の流れで理解で
きるように、順序立てて内容を構成する

前提条件

教材の主要な概念を理解するために必要
な品詞に関する復習を事前に終える

練習問題

学習前と後に同じ内容のテストすること
により、自身の成長を感じられる機会を
与える

満足感

C3. 個人的な
コント
メニュー構造
ロール

自分のペースで興味のある箇所から学習
できる仕組みにするために、メニュー構
造を使う

S1. 内発的な
継続的な課題
強化

学んだ学習方法を使用した継続的な語彙
学習の具体的な方法を提示する

S2. 外発的な
称賛と励まし
報酬

正解に対して適正に褒めるコメント、誤
りに対して励ましを与える

S3. 公平感

学習目標と練習内 練習問題とテストに一貫性があり、かつ
容、テストの一貫性 学習目標に合わせる

ライドの形でインフォグラフィックスを用いた教材を制作し、インフォグ
ラフィックスの一部分をクリックすることにより、異なるページの関連し
た内容が表示され、学習したいと思う内容を学習者自身が選択し学習を進
められる仕組みである。このインタラクティブ機能は、学習者がインフォ
グラフィックスで表された take の用法に関するさまざまな情報のなかから
興味をもった部分を選択し、発見学習を行うことにより探究心の喚起が期
待される。これは「注意」をひきつけることに関連する。さらに、自分の
ペースで興味のある箇所から学べるため、学習者が学習をコントロールす
ることができ、
「自信」につながると考えた。

3.3. 動機づけ設計指針にもとづく教材の制作
英語基本動詞学習教材は、Adobe Illustrator CC で作成したピクトグラム
などの視覚要素をパワーポイントに挿入し、そのほかのテキスト等と合わ
せて各ページを構成したのち、PDF 形式に変換するという流れで制作した。
筆者は、通常のオンライン授業で本研究の学習者に対してパワーポイント
で作成したスライドを PDF 形式にしたものを使用して授業を行なっている
ため、学習者にとって親しみやすいと考え、この形式に決定した。さらに、
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複数ページで構成される PDF ファイルのなかで、関連のある部分に内部リ
ンクを設定することにより、インタラクティブ機能を加えた。
本教材は、表紙や参考文献を含め 24 ページで構成した。大別して 3 つの
内容が含まれる。1 から 7 ページは導入であり、学習の流れ、基本動詞の
特徴の説明、学習目標、意味のまとまりの説明、そして教材の特徴の内容
である。これらのページは、筆者がパソコンの画面上で見せながら説明す
るときに使用することを前提として作成した。
次に、8 から 20 ページは本教材の主要部である take の用法の学習内容が
含まれる。この部分は、学習者自身が PDF 教材を操作して個別学習を行う
ことを前提として制作した。take の用法の全体から詳細へ理解が進むよう
に 3 段階の内容で構成した。1 つ目は、図 1 に示した「take の用法の全体像」
（教材 8 ページ）であり、take が MICASE のデータのなかでどのような共起
語と一緒に使用され、どのような意味で用いられたかなどの実践的用法を
まとめたメインページである。このメインページの狙いは、take の多様な
用法を多面的に見せることにより、学習者に視覚的 • 感覚的にとらえても
らうことである。共起語の頻度は、文字の大きさで使用頻度の違いを表す
5
ことのできるワードクラウド（Word Cloud）
（図 1 の右上の図参照）を使

用し、意味はピクトグラムで表現した。さらに、使用頻度上位 10 位の take
の用法は、コーパスデータから抽出した実際の文例を提示した。ページ右
上には「家」のアイコンを配置し、クリックすることにより、他のページ
からこのメインページに簡単に戻れるようにした。2 つ目は、
「意味」に重
点をおいた内容であり、教材の 9 から 15 ページにあたる。図 2 に示したよ
うに、take の用法の意味、その意味で使用された代表的な共起語、文脈例、
そして文脈の日本語訳が含まれる。1 ページあたり 8 つの意味に関する情
報で構成した。それぞれの意味を表すピクトグラムは、メインページで使
用したものと統一した。3 つ目は、take を使用した「表現」とその「意味」
を結びつけることを目的とした内容である（教材 16 から 20 ページ）
。調査
したコーパスにおいて高頻度の take の共起語のうち 5 つに焦点をあてた。1
つの共起語につき 1 ページを使用し、take と共起語で構成される表現、そ
の意味、表現の割合、文脈例、そして必要に応じて各表現の共起語の 5 種
類の情報をまとめた（図 3）
。これらの多面的な情報を提示することにより、

1 つの表現でも文脈により意味が違う場合があることや、使用頻度に差が
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あることなどを読み取り、学習者がより具体的にそれぞれの表現を使用す
るイメージをつかむことにつながると考えた。図 3 では、take ＋ care を含
む 4 つの表現の頻度の差を示すために横棒グラフを使用し、“take care of”
の目的語の頻度は円グラフで示した。また、以上の 3 段階の内容を含む個
別学習用のすべてのページで、統一感を出し、情報を読み取りやすくする
ために、色づかいを統一した。図 1 の凡例で示したように、5 色がそれぞ
れ 5 つの種類の意味のまとまりを示しており、赤色は語彙的コロケーショ
ン、青色は文法的コロケーション、緑色は句動詞、オレンジ色は半固定表
現、紫色は固定表現、の意味をもたせた。1 つの表現や意味が複数の意味
のまとまりの種類に該当する場合は、濃い灰色を使用した。例えば、図 2
の「移動する」の用法は、“take out” などの句動詞や “take off” などの文法
的コロケーションが含まれるため、ピクトグラムの色は濃い灰色にし、例
文中の “take out” の文字は緑色、“take off” の文字は青色にした。
個別学習用のページのあとは、学習のまとめとしてグループディスカッ
ションや今後の学習へのヒントに関する説明の内容で構成した。最後の参
考文献のページには、本教材で使用したピクトグラムの元のデータをダウ
ンロードしたウェブサイト Noun Project6 の情報を記載した。
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図 1.「take の用法の全体像」
（教材 8 ページ）
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図 2. take を使用した表現の意味の説明ページの例（教材 9 ページ）

図 3. take の高頻度用法の説明ページの例（教材 20 ページ）
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4. 評価実験
4.1. 実験手続き
実証実験は、2021 年度前期に週 1 回 90 分で行った 15 回の授業のうち、

11 回目の授業の約 60 分を使用して行った。授業で使用したテキストには、
各ユニットに文法説明のセクションがあり、11 回目で扱う内容は動詞と時
制であった。実証実験を行う内容は基本動詞の学習であり、この内容に最
も関連があるのはこのユニットであったため、11 回目の授業に実証実験を
行った。
実験は「概要」
、
「個別学習」
、
「グループ学習」、「まとめ」の 4 つの工程
で行なった（表 3）
。はじめに「概要」では、学習の流れを説明し、基本動
詞に興味をもってもらうために、基本動詞とはどのような語なのか、そし
て使いこなすことは意外にも難しいという説明を行った（導入）。この際、

Google Meet の画面共有の機能を使い、PDF 教材の説明用スライドをパソ
コンの画面上で見てもらいながら、説明を行った。次に、教授する前に基
本動詞 take を使った表現をどの程度学習者が知っているかを把握するため、

Google Form（以下、フォーム）に take を使った表現とその意味を 3 分以
内で思いつくかぎり入力してもらった（事前練習問題）
。この際、学習者の
回答をブラウザ上で目を通し、
「写真を撮る」の意味の take a picture や「〜
の世話をする」の意味の take care of を答えた人が多いなどの全体的な傾向
を確認した。次に、導入と同じやり方で、スライドを見てもらいながら学
習目標、意味のまとまり、教材の特徴を 20 分程度かけて説明した（内容説
明）。さらに、次の工程で行う学習の際、どのように PDF 教材を操作すれ
ば良いのかに関しても、実際に教材を操作しながらポイントを説明した。
学習者自身による学習は、
「個別学習」を行なったのち、
「グループ学習」
を実施した。授業が始まる前に配布した PDF 教材のファイルをデスクトッ
プに開いておくように指示をしていたため、筆者による説明ののちすぐに
個別学習に入った。個別学習では、被験者は、13 ページで構成した教材の
なかを学習者が興味をもった部分をクリックして、自由に take の用法に関
する学習を行った。ノートにメモを取りながら学習を行なっていた学習者
もみられた。グループ学習では、8 人 1 グループに分かれ、
「この教材でど
のようなことを学んだか」
、
「新しい発見はあったか」、「今後の英語学習に
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どのように役立てられそうか」などについて自由にディスカッションをし
てもらった。
最後に「まとめ」として、今後どのように PDF 教材から学んだことを活
かし語彙学習を行うことができるかの一例として、エクセルを使用した方
法を提示した。さらに、事後練習問題を学習前の条件と同様 3 分程度で行
い、アンケート調査を行なった。アンケート調査の詳しい内容については、
次節で述べる。
表 3. 実証実験の流れ
流れ
概要
個別学習
グループ学習
まとめ

内容

時間

導入

約4分

事前練習問題

約3分

内容説明（講義形態）

約 20 分

教材を操作しながら自習学習

約 10 分

グループディスカッション

約 10 分

今後の学習へのヒント

約2分

事後練習問題

約3分

アンケート

約8分
計約 60 分

4.2. 調査票の内容構成
本教材が学習者の学習意欲に及ぼす影響と、本教材の主要素であるイン
フォグラフィックスが学習者に与える影響を調査することを目的として、5
段階評価の調査票（以下、調査票）と自由記述の質問 2 問を作成した。調
査票は、Keller の調査票である「教材の学習意欲調査票」
（2009, p.293-294）
と趙ほか（2014, p.140）を参照して作成した。2 つの調査票を参照した理
由は、
「教材の学習意欲調査票」は自習教材の学習意欲を測るために設計さ
れたものである一方、本教材は授業時間内に講義形態と自習形態のために
使用されるため、調査票の内容をこの使用形態の違いに適したものにする
必要があるためである。趙ほか（2014）が評価対象とした教材は、完全自
習教材ではなく授業との関連を重視して制作された e- ラーニング教材であ
り、本教材と共通する特性をもっていることから、本研究における調査票
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を作成するにあたり、参照するに適していると判断した。

Keller (2009) の調査票は 36 項目、そして趙ほか（2014）の調査票は 30
項目で構成されているが、本研究ではオンライン授業内の一部として教材
を使用する点と自由記述の質問も合わせて行うという本調査の特性を考慮
し、本調査票は 24 項目で構成した（表 4）
。本調査票は設定した各指針（表

2）に対応した項目と指針全体を総合的に評価することを目的とした項目で
構成したため、この指針にもとづいて制作した本教材に対する学生の評価
を確認することができると考えた。
表 4. ARCS モデルに基づく英語基本動詞学習教材動機づけ設計指針と本調査票
の対応関係

ARCS

ARCS モデルに基づく英語基本
動詞学習教材動機づけ設計指針

本調査票の質問項目

視覚的効果

1.（この教材を見たとき）面白そうだ
と感じましたか
12. インフォグラフィックスにより興味
を呼び起こされましたか
15. インフォグラフィックスは学習内容
の理解に役立ちましたか

邪魔の削除

4.（この教材を見たとき）全体的な構
成は分かりやすかったですか

A1. 知覚的喚起

注意

A2. 探究心の喚起 発見学習

16. この教材は好奇心を刺激しました
か
3.（この教材を見たとき）勉強してみ
たいという気持ちになりましたか
10. 驚きのある意外な事を学びましたか

2.（この教材を見たとき）簡単そうだ
と感じましたか
情報のまとまり
14. 1 ページあたりの情報が多すぎまし
たか
A3. 変化性
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機能的な統合

15. インフォグラフィックスは学習内容
の理解に役立ちましたか

形式の変化

18. 流れ（説明、個別・グループ学習）
は飽きずに学習に取り組む事につな
がりましたか
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R1. 目的指向性

13. スピーキングの題材を中心とした内
容は自身の興味・関心に合いました
か
重要性と有用性
19. 学習前後の練習問題による学習度
合いの確認は自信につながりました
か

関連性

R2. 動機との一致 学習記録

身近な題材

R3. 親しみやすさ

自信

C2. 成功の機会

11. 身近なものに感じましたか
13. スピーキングの題材を中心とした内
容は自身の興味・関心に合いました
か

11. 身近なものに感じましたか
身近な視覚要素 12. インフォグラフィックスにより興味
を呼び起こされましたか
身近な形式

C1. 学習要求

22. この教材で学んだ語彙学習方法を
使用した具体的な学習記録方法の
提示は、やる気につながりましたか

11. 身近なものに感じましたか

ゴール

5. これからどのような学習をするのか
分かったという自信を持ちましたか

目標と構造

4.（この教材を見たとき）全体的な構
成は分かりやすかったですか

前提条件

2.（この教材を見たとき）簡単そうだ
と感じましたか
7.（教材を一通り利用して）難しかっ
たですか

練習問題

19. 学習前後の練習問題による学習度
合いの確認は自信につながりました
か

満足感

C3. 個人的なコン
メニュー構造
トロール

17. インタラクティブな形式により、自
分のペースで学習できましたか

S1. 内発的な強化 継続的な課題

22. この教材で学んだ語彙学習方法を
使用した具体的な学習記録方法の
提示は、やる気につながりましたか

S2. 外発的な報酬 称賛と励まし

20. 正解に対する称賛、誤りに対する励
ましは学習を続けることに役立ちま
したか

S3. 公平感

学習目標と練
習内容、テスト
の一貫性

8. 達成感が得られましたか
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総合評価

6.（教材を一通り利用して）おもしろ
かったですか
8.（教材を一通り利用して）達成感が
得られましたか
9.（教材を一通り利用して）意欲的に
学習に取り組めましたか
21. 学習した内容は今後の語彙学習に
役立ちましたか
23. これまでの語彙学習（単語帳など）
と比較しこの教材の方がやる気が
でましたか
24. 今後もこのような教材を利用したい
ですか

4.3. 調査結果と考察
対象者 48 人全員から得た回答を分析対象とした。以下に、段階評価の各
質問項目に対する回答（表 5）と自由記述形式の質問への回答の結果につ
いて述べる。

4.3.1. 5 段階評価による教材に対する印象と感想
以下に、調査票の構成にしたがって、5 段階評価の各質問項目に対する
回答の結果を述べる。
（a）この教材を最初に見たときの印象
質問項目 4「全体的な構成は分かりやすかったですか」に対しては、
「思
う」
（31 人）と「まあまあ思う」
（16 人）を合わせて学習者の 97.9% が肯定
的な印象を持った。また、項目 4 と項目 3「勉強してみたいという気持ち
になりましたか」については、
「あまり思わない」や「思わない」と答え
た学習者はおらず、否定的な印象を持った人はいなかった。唯一意見がわ
かれたのは、項目 2「簡単そうだと感じましたか」であり、肯定意見が 23
人（47.9%）
、
「どちらとも言えない」が 17 人（35.4 ％）、否定意見は 8 人
（16.7％）であった。しかし、項目 2 に関しても肯定意見の割合が否定意見
の割合を上回り、その他 4 項目においては 8 割以上の学習者が肯定的な評価
をしたことから、全体的傾向として、学習者は教材に肯定的な印象を持っ
たと言える。
（b）教材を一通り利用してみた感想
質問項目 7「難しかったですか」については、11 人（23.0%）の学習者が
64

英語基本動詞学習のためのインフォグラフィックス教材

「思う」または「まあまあ思う」と答え、25 人（52.0%）が「あまり思わな
い」もしくは「思わない」と回答し、難しいと感じた学習者の割合は難し
いと感じなかった学習者の割合を下回った。そのほかの 4 項目では、項目 6
「おもしろかったですか」は 46 人（95.8%）
、項目 9 と 10 は 44 人（91.7％）
、
項目 8 は 37 人（77.1%）の学習者が教材を利用した感想として肯定的に評
価をしていた。
（c）教材の内容について
質問項目 14「1 ページあたりの情報が多すぎましたか」は、肯定的、ど
ちらとも言えない、否定的がそれぞれ 16 人（33.3%）という結果になり、
意見がわかれた。そのほかの 4 項目では、約 7 割以上の学習者が肯定的な
評価をした。このうちもっとも肯定的な評価が高かったのは、質問項目 15
「インフォグラフィックスは学習内容の理解に役立ちましたか」だった。25
人が「思う」
、20 人が「まあまあ思う」と答え、これらの回答を合わせる
と 93.8% になる。
（d）教材と授業の形式について

5 項目すべてにおいて約 7 割以上の学習者が、肯定的な評価をした。この
うち、質問項目 16「この教材は好奇心を刺激しましたか」と 17「インタラ
クティブな形式により、自分のペースで学習できましたか」では、「思う」
と「まあまあ思う」を合わせて 45 人（93.8%）が肯定的に答え、どちらの
項目においても否定的な評価をした学習者はいなかった。
（e）全体について

4 項目すべてにおいて約 8 割以上の学習者が肯定的な評価をした。このう
ち、もっとも評価が高かったのは質問項目 21「学習した内容は今後の語彙
学習に役立ちましたか」であり、40 人が「思う」、8 人が「まあまあ思う」
を選択し、学習者全員が肯定的な回答をした。よって、当該項目は全 24 の
質問項目のなかで評価の平均値がもっとも高い（4.83）結果となった。さ
らに、質問項目 24「今後もこのような教材を利用したいですか」でも 46 人
の学習者が肯定的な評価をし、評価の平均値が 2 番目に高かった（4.70）
。
「注意」
、
「関連性」
、
「自信」
、
「満足感」を含む ARCS モデルの 4 つの分類
それぞれにおいて、どの調査票の項目に対する評価が高かったのかを見て
いく。
「注意」には 10 個の項目があり、
「自信」の分類は 6 個の項目が含ま
れたが、これら 2 つの分類では、共通して項目 4「全体的な構成は分かりや
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すかった」がもっとも高い評価を得た。次に「関連性」の 5 項目中もっとも
学習者による評価の平均値が高かったのは、項目 12「インフォグラフィッ
クスにより興味を呼び起こされた」だった。これらの結果から、インフォ
グラフィックスは「分かりやすさ」と学習者の学習への「動機づけ」の両方
に効果を発揮していたことが読み取れる。「満足度」に関しては、3 項目中
もっとも評価が高かったのは、項目 22「この教材で学んだ語彙学習方法を
使用した具体的な学習記録方法の提示は、やる気につながった」であった。
表 5. 教材に対する印象と感想
質問項目

5

4

3

2

1

平均値

（a）この教材を最初に見たときの印象

1. おもしろそうだと感じましたか

29

16

2

1

0

4.52

2. 簡単そうだと感じましたか

11

12

17

7

1

3.52

3. 勉強してみたいという気持ちにな
りましたか

17

24

7

0

0

4.21

4. 全体的な構成は分かりやすかった
ですか

31

16

1

0

0

4.63

5. これからどのような学習をするの
か分かったという自信を持ちまし
たか

10

29

8

1

0

4.00

6. おもしろかったですか

33

13

1

0

0

4.69

（b）教材を一通り利用してみた感想

7. 難しかったですか

1

10

12

22

3

2.67

8. 達成感が得られましたか

8

29

5

4

1

3.85

9. 意欲的に学習に取り組めましたか

24

20

4

0

0

4.42

10. 驚きのある意外な事を学びましたか

32

12

4

0

0

4.58

（c）教材の内容について

11. 身近なものに感じましたか

13

25

7

3

0

4.00

12. インフォグラフィックスにより興
味を呼び起こされましたか

21

22

5

0

0

4.33

13. スピーキングの題材を中心とした
内容は自身の興味・関心に合いま
したか

10

26

10

2

0

3.92

14. 1 ページあたりの情報が多すぎま
したか

4

12

16

13

3

3.02
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15. インフォグラフィックスは学習内
容の理解に役立ちましたか

25

20

3

0

0

4.46

（d）教材と授業の形式について

16. この教材は好奇心を刺激しましたか

23

22

3

0

0

4.42

17. インタラクティブな形式により、
22
自分のペースで学習できましたか

23

3

0

0

4.40

18. 流れ（説明、個別・グループ学
習）は飽きずに学習に取り組む事
につながりましたか

12

21

10

5

0

3.83

19. 学習前後の練習問題による学習
度合いの確認は自信につながりま
したか

15

23

8

1

1

4.04

20. 正解に対する称賛、誤りに対する
励ましは学習を続けることに役立
ちましたか

16

23

8

0

1

4.10

21. 学習した内容は今後の語彙学習
に役立ちましたか

40

8

0

0

0

4.83

22. この教材で学んだ語彙学習方法
を使用した具体的な学習記録方
法の提示は、やる気につながりま
したか

20

24

3

1

0

4.31

23. これまでの語彙学習（単語帳な
ど）と比較しこの教材の方がやる
気がでましたか

22

19

5

2

0

4.27

24. 今後もこのような教材を利用した
いですか

34

12

1

0

0

4.70

（e）全体について

4.3.2. 自由記述による教材に対する感想（質問 1）
1 つ目の質問「この教材の利点、欠点、要望、その他感じたことを記入
してください。
（質問 1）
」に関しては、48 人中 46 人からコメントが得ら
れた。1 人のコメントのなかに複数の内容に関する記述があったものが多
かったため、内容ごとに分けて集計（以下、回答内容数）を行なった。た
とえば、
「色分け、大きさを分けていることで視覚的にもわかりやすく、学
びの姿勢に入りやすいと思った」というコメントは、
「色分け、大きさを分
けていることで視覚的にもわかりやすい」という、インフォグラフィック
スによる「分かりやすさ」と、
「学びの姿勢に入りやすい」という「モチ
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ベーション」に関する 2 つの利点が述べられていることから、回答内容数
を 2 件とカウントした。このように集計を行なった結果、回答内容数は 80
件得られ、そのうち利点に関する内容は 63 件、欠点・要望は 17 件であっ
た（表 6）
。利点と欠点・要望の内容は、表 6 に示したように分類された。
表 6. 自由記述質問 1 に対する学習者による回答の内容と数

利点

欠点・要望

回答内容

回答内容数（件）

分かりやすさ

25

モチベーション

24

操作性

8

発見

4

記憶

2

構成

7

内容

5

操作性

3

見やすさ

2

合計

80

（a）利点
利点でもっとも多かったのは、
「分かりやすさ」に関する記述であり、25
件あった。たとえば、学習者は「色分けやピクトグラムが利用されていてと
ても分かりやすいと思った」
、
「文字だけでなくイラストもあることによっ
て、よりその言葉に意味を想像しやすくなり、わかりやすいなと思いまし
た」や、
「利点として、絵があること、その絵に概念のようなものが書かれ
てありそれに沿った意味のイディオムがまとまって書かれている点。一つ
一つだとニュアンスがすべて違い覚える量が増えるけれど、絵といくつか
の語彙がまとまっていることがわかりやすく感じた」などと回答していた。
この結果は、インフォグラフィックスの主要視覚要素である「色」、「ピク
トグラム・イラスト・絵」
、
「構成」が分かりやすさを助ける働きをしたこ
とを示している。さらに、
（文字の）
「大きさで使われる頻度が分かれてい
て、すぐ見て理解できることがいいと思いました」とコメントした学習者
もおり、ワードクラウドという表現方法も内容理解を促進していることが
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読みとれた。
「分かりやすさ」に分類された 25 件の回答のうち 22 件に上記
で言及した「色」
、
「ピクトグラム」
、
「構成」、「文字の大きさ」などの視覚
要素に関して言及があった。
次に、
「モチベーション」に関しては 24 件の回答があり、
「分かりやすさ」
とほぼ同数であった。学習者は、
「英語の学習はほんとに苦手で今まで何も
勉強をしたことがなかったけど今回やったのは、今までで一番興味がわい
たし、楽しかったです」や「面白かったし積極的に学ぶことができたところ
が利点だと考える」と述べていた。これらは、学習者が楽しみながら本教
材を使って学習することができたことを示している。また、
「好奇心を刺激
するようなデザインでやる気を引き出すにはとても良い教材だと思いまし
た」や「図やイラストにより、文字のみの表記に比べて飽きずに楽しく学ぶ
ことが出来ると感じた」という内容のコメントもあり、全体的なデザイン
やインフォグラフィックスが学習の動機づけを後押ししたと言える。

3 番目に多かった利点は、7 件の回答があった「操作性」である。「操作
性」とは、教材 PDF ファイル内に設定したページリンクにより、学習者が
興味をもった部分をクリックすると、関連の内容を含むページが表示され
るようにした機能のことである。学習者はこの点に関して、
「知りたいとこ
ろをクリックするとその説明がある場所にすぐ飛んで、学習がスムーズに
行えるし、わかりやすいのでとてもいい教材だと思った」や、
「単語帳と違
い、索引を見てページを探す手間が省けるので効率よく勉強できると感じ
た」などという回答があった。
「発見」に関しては 4 件のコメントがあった。学習者は、
「take に様々な
利用方法があるのは知っていたが、こんなにたくさんあるとは思っていな
かった」や「自分でも驚くべき表現や意味があり、非常に興味深い学習方
法だと思った」などと記述した。
最後に、
「記憶」に分類した内容は 2 件あった。「図やグラフを用いるこ
とで視覚に訴えより記憶に残るのではないかと感じた」
、そして「単語帳で
一対一で学習するよりも頭に入ってきそうだなと思いました」というコメ
ントがあった。
（b）欠点・要望
表 6 に示したように、欠点・要望に関するコメントは、
「構成」
、
「内容」
、
「操作性」
、
「見やすさ」の 4 つの内容に分類された。「構成」に関する指摘
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がもっとも多い 7 件あり、2 つの内容に分けられる。1 つ目は、1 ページあ
たりの情報量が多いという欠点を 4 人が指摘した。学習者は「少し 1 ペー
ジ当たりの情報量が多かったように思えて、プレッシャーも感じました」
や「1 ページあたりの情報量が多いため、語彙や文章の整理が必要になる」
などと記述した。2 つ目は、同じ表現でも意味が違うものはまとめて記載
してほしい、という要望を 3 人がしていた。この点に関しては、
「中盤の例
文のあたりでは、同じ表現でも意味が違うものがありました。そういった
ものに関しては同じ場所にまとめておいた方が見比べて覚えることができ
ると思うので、近くにあった方がいいと感じました」や「9 ページから 15
ページは、同じ語が違う意味で使われていることが同じページに表示され
ているとさらにわかりやすかった」という記述があった。
次に、
「内容」に関しては、本教材を改善するうえで非常に参考になる意
見があった。例えば、学習者は「使われている表現と似ているほかの語句
との区別などがあると、さらにいいなと思う」、「習熟度別の項目などがあ
ればより分かり易いかな、と思います」
、要望は、「すべての語彙を使って
例文を挙げてほしい」などと答えていた。表現の使い分けや習熟度の追加
情報や例文の充実を求めている学習者がいることが明らかとなった。
「操作性」に関しては、
「16 ページ以降の資料は似ている使い方を比較し
ていて見やすかった。それ以前は take ~ の形を眺めるのみだったので、操
作に動きがあれば覚えやすいのではないかと思った」や、
「見る＋書くを同
時に行なうとより覚えることができるのではないかと思った」という意見
があり、個別学習を行う際、PDF をクリックする操作にほかの動作を加え
ることが知識の定着につながるのではないかという考えを述べていた。さ
らに、
「手軽に語彙学習に取り組める点が大変良いと思うので、スマホでも
操作できれば良いと考えた」という要望もあった。
最後に「見やすさ」については、フォントの大きさに関する指摘があっ
た。
「日本語が小さい」と「take を使った熟語が書かれているところが見に
くかった」という意見があった。

4.3.3. 自由記述による教材に対する感想（質問 2）
2 つ目の質問「この教材をとおして、新しく学んだ、または今後の語彙
学習に役立ちそうだと感じたことがあれば、記入してください。
（質問 2）
」
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には、48 人中 39 人から回答が得られた。
新しく学んだことに関しては、
「take にはたくさんの使い方があることを
学んだ」
、
「新しく知った句動詞、コロケーションがあって新しい発見だっ
た」
、
「既知の表現よりも新たに学んだ表現が多くあった」などという回答
が得られた。これらの回答は、実証実験冒頭で学習者に説明した、多種多
様な表現があるという基本動詞の特徴（教材 p.3）を本教材による学習を
とおして学びとったことを示している。さらに、1 つの表現が複数の意味
をもつことがあるという特徴に関して言及している学習者もいた。具体的
には、
「同じ表現でも、全く違った意味が二つ以上あること」
、
「まったく同
じ熟語でも、複数の意味をもつこと」や、
「知っている表現でも違う意味を
持っているものを知ったこと」と記述していた。
今後の語彙学習に役立ちそうだと感じたことに関しては、本教材を使用
した学習を引き続き行いたいという内容や、語彙学習の方法や注意点を学
んだという感想があった。たとえば、学習者は「言葉の繋がり、意味のま
とまりを理解して学ぶことにより、英語に対する興味関心を高めることが
できる、やる気に繋がると私は考える。今後も、英語学習の際には今回学
んだ方法を活かしていきたいと思う」や「今回の授業で取り上げられてい
た Take の意味は、自分が思っていたものや、知ってても思い出せなかった
ものが多く、一つの単語からたくさんの意味を覚えるという勉強が足りて
いなかったと感じました。この教材を見ているだけでもイラストとともに
英文が頭に入ってきやすいため、今後も活用していきたいと感じました」
などという意見を述べていた。

5. まとめ
本研究は、英語語彙のなかでも習得が困難だとされる英語基本動詞の学
習意欲を高めるため、ID 理論である ARCS モデルにもとづいた教材制作の
ための指針を設計し、基本動詞学習のためのインフォグラフィックスを活
用した PDF 教材を制作した。また、本教材が学習者の学習意欲にどのよう
に影響を与えるかを調査するため、本教材を用いて大学学部 1 年生を対象
とした英語授業実践ならびに実証実験を行った。本基本動詞学習教材の動
機づけ設計指針に対応した調査票を作成し、アンケート調査を行なった結
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果、本研究で制作した教材に対して学習者は全体的に肯定的に評価した。
さらに、自由記述のアンケート調査に対しては、利点に関する回答が 63 件
であったのに対し、欠点・要望は 17 件という結果になり、利点に関する記
述数が欠点・要望を大きく上回った。利点のなかでは「分かりやすさ」
（25
件）と「モチベーション」
（24 件）の内容がもっとも多く、本研究で追求し
た「インフォグラフィックスによる分かりやすさと ARCS モデルにもとづ
く動機づけ」という教材制作の方向性が肯定された結果となった。
今後は、アンケート調査の欠点・要望で明らかとなった、1 ページあたり
の情報量に関する課題や、1 つの表現に複数の意味がある場合は同一ペー
ジにまとめて提示されることを好む傾向を考慮し、さらに分かりやすく学
習意欲が高まるような教材に改善していきたいと考える。また、本教材を
用いた学習効果の検証も今後の課題とする。
注

1. 小池・岡田（2014, p.242）が放射線教育のために作成したインフォグラフィッ
クスを以下に転載する。

2. 教育へのインフォグラフィックスの活用に関する先行研究の詳細に関しては、
坂場寛子（2021）
.「教育用インフォグラフィックスの制作ガイドライン構築
に向けた基礎的研究─デザイン概念とプロセスに関する分野統合的テキスト
分析」
.『デザイン学研究』68 (2), 59-68. を参照。
3. http://www.hti.umich.edu/m/micase/（最終閲覧 7/29/2021）
4. 本論文は、分析結果をもとにした教材作成にすることが目的であるため、take
の用法の抽出方法の詳細については、Sakaba, H., & Okada, T. (2021). Usage
Patterns and Meanings of High-Frequency English Verbs: A Multi-Word Expression Approach to Japanese High School EFL Textbook Analysis. International Journal of Applied Linguistics and English Literature, 10(4), 116-130. を
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参照。
5. ワードクラウド（Word Cloud）とは、分析対象としたテキストデータの中で
出現頻度が高い単語を複数抽出し、その頻度に応じた文字の大きさで図示す
る手法のことである。つまり、文字が大きければ大きいほど、出現頻度が高
いことを示す。図 1 のワードクラウドの作成には、インフォグラフィックス
を作成することのできる Web サービス「infogram」
（https://infogram.com）を
使用した。
6. https://thenounproject.com（最終閲覧：8/24/2021）
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