
  セッション 
TOEFL学習（80分） ＋ 活動報告書記入（10分） 
 
 
     セッション毎の振り返り 
項目  
〇セッション目標 〇活動内容  
〇英語学習の振り返り 
〇チューターとしての振り返り 
〇チューティーについて気付いたこと  
 
 
 
 
 
 

   
   

  研修   （各学期4回）  
目的： 目標設定・振り返り・経験共有・意見交換 
項目（一部）： 
 〇チューター活動のルール作成(Dos and Don’ts) 
 〇チューター活動の成功体験の共有 
 〇一週間の英語学習スケジュールの明示化 
 〇自分の人生で英語が占める割合の確認 
 〇チューターとチューティーで一緒に考える夏休みアクションプランの作成 
 
  
  
 
 
 

   概要 
TOEFLチュータープログラムは、英米語学科の学生（チューターとチューティー）が共
にTOEFL英語学習に取り組むことにより、学習者らの動機づけを図り、英語力向上を
目指すことを目的とした課外プログラムである。また、自律した英語学習者としての
成長を促すことを目指している。  
本ポスター発表では、内省の過程を取り入れた協同での学習者の学びの過程を、 
近年重視されているkey competencies （文部科学省, 2015）をもとに示す事を試みた。 
また、本プログラムの具体的な枠組みと学習者の学びについて明示する。 

 
    
半期に10セッションをチューター1名とチューティー1～3名が一緒にセッションを行う。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 
 

    
 

資料に関するお問い合わせ先 
神田外語大学 グローバル推進室／外国語能力開発センター（FLP）  Mail: toefl_tutors@ml.kuis.ac.jp 
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フォローアップ体制 
他学科・ 

他学年への規模拡大 
チューターリーダー育成 

   今後の課題・展望 

研修   
2回 

セッション
4回 

研修   
1回 

セッション
6回 

研修   
1回 

学年 2～4年生 

TOEFL スコア 520点以上 

TOEFL受験（年7回） 必須 

半期登録数 15名 

学年 1年生 

TOEFL スコア 420点以上 

TOEFL受験（年7回） 任意 

半期登録数(平均) 51.8人 

Character 
（どのように世界と関わるか） 

Skills 
Knowledge 

Metacognition 

（どのように知識を活用するか） 

（何を知っているか） 

(内省からの学び) 

参加人数（のべ） 2014年度 2015年度 2016年度（前期）  

チューター 20 30 18 
チューティー 66 113 80 

本プログラムは、構成主義的アプローチをとるDewey, Kolb, Moonによる、「経験」と
「ふりかえり」の概念が根底にある。学習者が自ら経験し、ふりかえり、概念化し、試
行するといった認知発達を促す学びの循環を促した英語学習プログラムである。 
 
【定義と本プログラムの関係性】 
和栗（2010）ではDewey の「経験」をまとめており、経験を「reflective（リフレクテイ

ブ）なもの」と定義づけている。それは、「われわれがなすことと生ずる結果との間
の両者が意図的に連続体になるようにする意図的な努力」と説明している(p. 86)。 

以下の図は、Deweyの学習理論に基づいた、Kolb（1984）の学習をプロセスとして捉
えている、経験学習モデル(experimental learning model)を参考にして作成した。 

試行  経験 

概念化 省察 

   運営体制  

チューター 

チューティー 
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  ポートフォリオ    
（各学期3回） 
 
     目標設定・振り返り   
 
 ○目標とアクションプラン 
 ○セッションの自己評価 
 ○英語学習の自己評価 
（メタ認知要素に着目して） 
 
 
 
 
 
 
 

経験と内省 
 

学習者が自らセッション
を①経験し、学習に関し
て、②活動報告書、ポー
トフォリオ、研修を通して
振り返りを行い、 
③その上で、再考、経験
する。【学びの循環】 

Moon (2004)は、「ふりか
えり」の役割に関して以
下の言葉を用い説明し
ている （p. 86)。 
(1) Slow the pace  
(2) Sense of ownership    

（学びの当事者化） 
(3) Metacognition    
      （メタ認知を促す） 注：Kolb (1984)をもとに作成 

注：文部科学省(2015)をもとに作成 
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神田外語大学 林千絢・大場枝里・辻るりこ・ホール真由子 

 ― 学 習 者 の 経 験 と 内 省 ―  

T O E F L チ ュ ー タ ー プ ロ グ ラ ム  

2016.08.24. SPODフォーラム 2016 

大 学 

教  員 

〇学生へ制度を周知 
〇制度の方向性決定 
〇スコア分析 
〇アンケート・インタビュー調査 
☆研修企画・実施 

職  員 

〇学生募集 
〇運営管理   
〇学生相談 
☆研修企画・実施 

自律した英語学習者を目指す 課内活動 

課外活動 

Skills Communication, Collaboration, Critical Thinking, Creativity 

Knowledge Language, Math, Robotics, Entrepreneurship, etc. 

Character Mindfulness, Curiosity, Courage, Resilience, Ethics, Leadership 

 セッション⇒経験・内省 

研修⇒内省 

【能力の3要素（key competencies）】※赤字は特に本プログラムで育みたい要素        （Fadel, C., Bialik, M., & Trilling, B., 2015)より  

A 

A 

B 

B C 

C 

＜TOEFLチュータープログラムを通した学びの循環＞ 

   プログラムの流れ  3 

   活動内容  2 

   概要  1    基盤となっている理論的枠組み 
   ---学習者の経験と内省（ふりかえり）に焦点を当てて--- 
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   TOEFLチュータープログラムにおける学習者の成長 
    --- 「経験」と「内省」を通して目指すもの--- 

目的 
項目（一部） 

【活動報告書】 目的  
項目     

目的 
項目（一部） 
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