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Therapists can’t give advice to a patient unless they know the basic prin-
ciples of psychology. Architects can’t design buildings if they don’t 

understand physics. Doctors can’t heal the sick if they don’t know how 
the human body works. The same principle applies to teachers. Success-
ful teachers study the different ways in which children learn. This field of 
study is called learning theory.

セラピストが心理学の基本的原則が分からなければ患者に助言をすることが

できないと同じように、建築家も物理学が分からなければ建造物を設計でき

ません。また、医師は人体の機能が理解できない限り病人を治すことができ

ません。教師にも同じような原則が当てはまります。上手な教師は、子供た

ちがどのようにして学習するのかを研究します。この研究分野は「学習理

論」と呼ばれます。

“ ⒉ Cognitive Development” will illustrate the devel-
opmental progression of students through the pri-
mary and secondary school years.

 By: Don Daza

“ ⒉ Bloom’s Taxonomy of the Cognitive Domain” will 
introduce Benjamin Bloom and show how using 
his taxonomy can help create meaningful aims and 
questions for the students.

 By: Amiena Mahsoob

“ ⒉ Gardner’s Theory of Multiple Intelligences” will 
outline the different ways children and adolescents 
make sense of the world.

 By: Amiena Mahsoob

“ ⒉ Learning Styles” will discuss different learn-
ers in the classroom and how we can reach them 
individually.

 By: Don Daza

“Teaching Non-English Speakers” will demonstrate  ⒉
approaches to teaching that result in more meaning-
ful EFL lessons.

 By: Don Daza

知覚発達 ⒉
生徒の小中高校での発育発達を説明します。

翻訳：ジョナザン・マイケルズ

ブルームの認知領域分類法 ⒉
ベンジャミン・ブルーム氏の領域分類法を紹介し、

それを基に生徒にとって有意な目標を掲げ、質問す

ることを説明します。

翻訳：ミンシュエン・マンディー・ワン

ガードナーの多重知性論理 ⒉
子供と青年期の人がどのように世界を理解するかを

概説します。

翻訳：ケイコ・チェン

学習法 ⒉
教室における様々な学習者、そして彼らにどのよう

に個々に訴えるかについて説明します。

翻訳：ジョイス・リー

英語を母語としない人への指導 ⒉
より有意義なEFLレッスンになるような教え方へのア

プローチを明示する。

翻訳：ジョナサン・マイケルズ
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Children think very differently at different ages: a five-
year-old does not perceive the world in the same way 

as a 15-year-old. Children’s mental processes become 
more complex and sophisticated as they mature. This pro-
cess is called cognitive development. 

Children learn continually and, as they learn, they build 
on previously acquired knowledge. Thus, cognitive de-
velopment is like a snowball: it rolls along perpetually, 
building on itself. Successful teachers know where their 
students stand on the developmental timeline and plan 
lessons accordingly. Teachers encourage student devel-
opment by assigning activities that are age-appropriate 
but challenging. For example, elementary students need 
activities that involve lots of physical activity in order 
to develop interpersonal, communicative, and creative 
skills. In contrast, senior high students will benefit most 
from multiple-step, abstract-thought activities that fine-
tune their critical thinking skills. While older students do 
profit from fun or creative activities, these are often not 
complex enough to help them develop their capacity for 
abstract thought. The tables on the following pages can 
serve as a reference to determine where students fall in the  
developmental timeline. It also lists some types of  
activities teachers use to target these developmental 
points.

子供は年齢によって考え方がずいぶん異なります。例え

ば、５歳の子供と１５歳の子供では、世界に対する知覚

が違います。子供が成熟するにつれ、心理過程がますま

す複雑化し、高度になります。この過程を「認知発達」

と言います。

子供は継続的に学習していきます。それまで得た知識

の上に更に積み上げていくのです。すなわち、認知発達

は、雪だるま式に、自らの知識を足場とし、永続的に進

化し続けます。優秀な教師は、生徒が認知発達の観点で

どの段階にいるかを分かった上で、そのレベルに応じた

レッスンプランを立てます。教師は、生徒の年齢に適し

ている、取り組み甲斐のあるアクティビティーを選び、

生徒の発達を促します。例えば小学生の場合は、対人能

力的、伝達能力的、及び創造的なスキルが発達するよ

う、身体活動を含むアクティビティーを必要とします。

それに対し、高校生では、抽象的な思考を求めることで

批判的に考える能力を磨く、多くの段階を得たアクティ

ビティーが最も役立ちます。時々行う創造的なアクティ

ビティーや楽しいアクティビティーも高校生のためには

なりますが、抽象的な思考能力の発達を促進させるには

複雑さに欠けることがしばしばです。下記の表は、生徒

の現時点の発達段階を判断する参考資料です。またこの

表には、教師がそれぞれの発達のポイントに的を絞って

使用するのに適当なアクティビティーの例が挙げられて

います。
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Cognitive Development 認知発達
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Elementary School Developments 小学生の発達 (Table 2.1)
Effective teachers:
効果的な教師…

Examples:
例…

Use concrete examples to illustrate lessons and help 
children understand what is being presented.

具体的な例を使ってレッスン内容を生徒に明確に
説明する。

Use  ⒉ physical gestures.
Make use of drawings and illustrations. ⒉

ジェスチャーを用いる。 ⒉
図解を活用。 ⒉

Make instructions relatively short, using actions 
as well as words, to lessen the likelihood that the 
students will get confused.

生徒が混乱しないよう、言葉だけでなく動作も使
い、簡潔に説明する。

Use precise, step-by-step directions. ⒉
Explain a game by acting out the part of a   ⒉
participant. 

正確な段階的な指示。 ⒉
ゲームの参加者の役を身振り手振りで見本的 ⒉
に説明。

Give children a great deal of physical practice 
with the facts and skills that will serve as building 
blocks for late development.

その後の発達の基になるような事実や技能を伴う
身体的な活動の機会を十分に与える。

Use cut-out letters to build words. ⒉
Avoid overuse of workbooks and other paper- ⒉
and-pencil tasks.

切り抜いた文字を組み合わせ単語を作る。 ⒉
過度なワークブックの使用や筆記アクティビ ⒉
ティーを避ける。

Encourage the manipulation of physical objects 
that can change in shape while retaining a con-
stant mass, giving the students a chance to move 
toward the understanding of conservation and 
two-way logic needed in the next stage.

生徒に、形状が変化しても質量が変化しない対象
物を扱わせ、次の段階で必要となる双方向の論理
と保存則の理解に触れる機会を与える。

Provide opportunities to play with objects  ⒉
such as clay or blocks.
Involve students in activities like coloring and  ⒉
cutting.

粘土、水や砂で遊ぶ機会を与える。 ⒉
塗り絵や切り抜きなどをさせる。 ⒉

Provide many opportunities to utilize the senses 
in order to build a foundation for concept learn-
ing and language.

言語と学習の概念に対する基盤を築くために、世の
中や取り巻く世界を経験する機会を多く与える。

Use and teach words to describe what students  ⒉
are seeing, doing, touching, tasting, etc.
Make use of songs, puppets, and art work. ⒉

生徒が見たり、したり、触れたり、味わったり ⒉
している物事を形容する単語を教え、使う。
歌、人形、芸術作品を活用。 ⒉
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Junior High School Developments 中学生の発達 (Table 2.2)
Effective teachers:
効果的な教師…

Examples:
例…

Make sure that lectures and readings are brief 
and well organized.

簡潔で構成がきちんとまとまっている講義や読み
物を提供するように心がける。

Use materials that present a progression of  ⒉
ideas from step to step.
Have students read short stories or books  ⒉
with short, logical chapters, moving to longer 
reading assignments only when the students 
are ready.

アイデアの連鎖を段階的に示す教材を利用 ⒉
章が短い論理的な短編小説や本を読ませ、生 ⒉
徒が十分に発達した段階で長めの読み物を読
ませる。

Introduce educational mediums (writing) to 
foster self-expression.

自己表現を養わせるために、ライティングに関す
る教育メディアを紹介する。

Have students write journals. ⒉
Introduce poetry. ⒉

日記を書かせる。 ⒉
詩を紹介する。 ⒉

Use technology as a way to engage students, 
stimulate self-expression, and formulate complex 
ideas.

生徒の関心をひくため、自己表現を促すため、そ
して複雑な思考を形成させる方法として、テクノ
ロジーを利用する。

Use computers and the internet to enhance  ⒉
activities.
Play music in the background before and af- ⒉
ter classes. 

パソコンやインターネットを使用し授業やア ⒉
クティビティーを活性化させる。
授業の前後にBGMを流す。 ⒉

Give opportunities to classify and group objects 
and ideas on increasingly complex levels.

さらに複雑なレベルで物事や思想を分類しまとめ
る機会を与える。

Give students separate sentences on slips of  ⒉
paper to be grouped into paragraphs.
Use outlines, hierarchies, and analogies to  ⒉
show the relationship of unknown new mate-
rial to previously acquired knowledge.

別々の文を書いた何枚かの紙片を生徒に配 ⒉
り、１つの段落にまとめさせる。
未だ見知らぬ新しい知識とすでに取得した知 ⒉
識との関 係を説 明するのに、アウトライン、
階層、類似を使用。

Present problems that require logical, analytical 
thinking to solve.

解決するのに分析的かつ論理的な考え方を必要と
する問題を提示する。

Use problems that require multiple steps to  ⒉
solve. 
Make use of open-ended questions that stim- ⒉
ulate thinking.

解決するのに複数のステップを要する問題を ⒉
提示する。
思考を刺激する自由回答式質問を活用する。 ⒉
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Continued on the next page 次のページに続く

Senior High School Developments 高校生の発達 ( Table 2.3)
Effective teachers:
効果的な教師…

Examples:
例…

Continue to use teaching strategies and materials 
appropriate for developing high-level logic skills, 
such as spatial recognition and quantitative and 
qualitative analysis.

空間認知と定量・定性分析などの高度の論理力を
発展させるために具体的操作期にある生徒に適し
た教え方や教材を引き続き取り入れる。

Use visual aids such as charts, illustrations,  ⒉
and simple but easy to understand graphs and 
diagrams.
Use well-organized materials that offer step- ⒉
by-step explanations.

表や説明図に、より高度なグラフや図式など ⒉
の視覚教材を使用する。
段階的な説明を与えるようなうまく構成され ⒉
ている教材を使用する。

Encourage students to explore various problem-
solving techniques.

問題解決の技術を検討するよう促す。

Provide students with opportunities to dis- ⒉
cuss social issues.
Give chances to consider hypothetical  ⒉
situations.

社会問題を論じる機会を提供する。 ⒉
架空の状況を提示する。 ⒉

Encourage students to explain how they solve 
problems.

生徒にどのように問題を解決するか説明するよう
促す。

Ask students to work in pairs with one stu- ⒉
dent acting as the problem solver, thinking 
aloud while tackling a problem, with the other 
student acting as the listener. Check to make 
sure that all steps are mentioned and that ev-
erything flows logically.
Make sure that at least some of the tests you  ⒉
give ask for more than rote memory or one 
final answer. Essay questions, for example, 
might ask students to justify two different po-
sitions on an issue.

生徒をペアにする。１人は問題解決者で、考 ⒉
え付いたことを口に出して言いながら問題を
解 決しようとする 。もう１人 は 聞 き手とし
て、相手の話をよく聞き、相手が段階的に思
考し、論理に考えられているか確認する。
試験にまる暗記中心ではない質問、または正 ⒉
解が１つだけではない質問を最低１つは入れ
る。例えば論文式問題などは、生徒に自分の
考えを正当化するのに十分な根拠を示す作業
を要求する。　
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(Tables adapted from Huitt, 1997. 出典：ヒュイット、１９９７年。)

Senior High School Developments 高校生の発達 ( Table 2.3)
Effective teachers:
効果的な教師…

Examples:
例…

Whenever possible, teach broad concepts, not 
just facts, using materials and ideas relevant to 
the students.

可能な場合はいつでも、事実だけを教えるのでは
なく、生徒に身近な観念と教材を用い、幅広い概
念を教える。

Make use of debates in class. ⒉
Use lyrics from popular music to teach poetic  ⒉
devices, to reflect on social problems etc.

授業で討論をする。 ⒉
ポピュラー音楽の歌詞を通して詩の形式を教 ⒉
えたり、社会問題について思案する。
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Ever wonder why something as apparently simple 
as explaining an idea, brainstorming, or sharing an 

opinion can be so “muzukashii” for Japanese students? 

Part of the answer is that thinking requires many dif-
ferent kinds of mental processes. Being able to sing or 
say the alphabet by rote is a far cry from recognizing the 
connection between the letter “d,” the sound /d-/, and the 
written letter’s role in the word “dog.” This is because 
our brains use a complicated process to learn and cannot 
instantly apply new information to abstract concepts. 

This learning process was quantified in the 1950s, 
when Benjamin Bloom and his colleagues developed a 
classification hierarchy for types of knowledge, cogni-
tive processes, and skills. Bloom’s “Taxonomy of the 
Cognitive Domain” has had a profound effect on educa-
tion and educators, as it provides a concrete model for 
thinking while also providing guidance for how teachers 
should approach and assess various learning objectives 
in the classroom.

Bloom’s Taxonomy identifies six levels of cognition 
that increase in difficulty and in complexity, from basic 
knowledge of a specific fact (the first level) to evaluative 
judgment of some concept or knowledge (the sixth lev-
el). Teachers use this system to determine which class-
room tasks and questions are appropriate for the level 
of their students.  Moreover, it helps to focus lesson and 
curriculum objectives. 

 Bloom’s Taxonomy in the Classroom

So what does this mean for ALTs? ALTs need to be aware 
of the steps in the learning process as they teach. Teach-
ing can be most effective when planned in accordance 
with the hierarchy in Bloom’s Taxonomy (see table 2.4). 
Begin with lessons that focus on the first level, namely 
“Knowledge.” At this level, students observe, recall, and 
memorize data. Classroom assignments at the first level 
can include identification tasks (“Identify the noun in the 
sentences”), spelling questions, or vocabulary memori-
zation. When students have mastered the material at the 
“Knowledge” level, we move up the hierarchy, focus-
ing next on the second level, “Comprehension” (“What 
is the difference between a proper noun and a common 
noun?”), then on the third level, “Application” (“Please 
classify these nouns by type”), and so on. 

一見簡単そうに見える説明、ブレインストーミング、意見

を述べるということが一体なぜ日本人の生徒にとって「難

しい」のか考えたことはありませんか。

その答えとして、思考には多くの様々な精神的プロセス

が必要だということが挙げられます。歌を歌い、アルファ

ベットを順に言うことができても、“dog”という語での文

字“d”と音の/d-/との間にあるつながりを理解できている

とは限りません。なぜなら人間の脳は学習にある複雑なプ

ロセスを使い、新情報を抽象的な概念に直ちに適用できな

いからなのです。

この学習プロセスは１９５０年代に、ベンジャミン・ブル

ームらが知識の種類、認知プロセス、スキルを階層に分類

した際に示されました。ブルームの『認知領域分類法』で

は、思考のための具体的な方法が提供されていると共に、

教師が教室でどのように様々な学習目標を達成していき、

評価するかについて指針を示しているので、教育および教

育者に深く影響を与えています。

ブルームのこの分類法では、特定の事柄に関する基本的認

識（レベル１）から、概念や認識に対する評価的判断（レ

ベル６）まで、困難性や複雑性の増加に従って６段階の認

知レベルを定めています。教師はこの体系を使って生徒の

レベルに応じて適切なクラスルームタスクや問いを決めま

す。またこれはレッスンやカリキュラム目標を定めるのに

も役立ちます。

教室におけるブルームの分類法

さて、ALTの立場からすると、このブルームの分類法はど

のような意味があるのでしょうか。指導の際、ALTは学習プ

ロセスにおける段階を認識しておく必要があります。ブル

ームの分類法の段階（表２．４参照）に沿って計画された

レッスンは最も効果的です。まず、レベル１『知識』に注

目することから始めましょう。この段階では、生徒は情報

を見て、再生し、覚えます。レベル１のクラス課題には、

識別タスク（例：「文章中の名詞を選びなさい」）、スペ

リング問題、語彙暗記などがあります。『知識』レベルの

教材を習得したら、レベル２の『理解』（例：「固有名詞

と普通名詞との違いは何ですか？」）の段階に移り、その

後レベル３の『応用』（例：「名詞をタイプ別に分けなさ

い」）というように進んでいきます。
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Bloom’s Taxonomy of the 
Cognitive Domain ブルームの認知領域分類法
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New teachers often make the mistake of either moving 
up through the levels of the hierarchy too fast, or assum-
ing that older students can skip the introductory levels. 
The learning process Bloom describes applies to every 
student, at every age, in every subject. Students need to 
master material at each level before moving on to the next. 
For example, a beginning English student who cannot read 
phonetically cannot be expected to discuss the different 
meanings of to, two, and too. Rather, students of English 
have to first learn to recognize letters (Knowledge), recog-
nize the combinations of letters that create words (Com-
prehension), and then begin to put words together (Ap-
plication). The table below gives a detailed explanation 
of the six levels in Bloom’s taxonomy, as well as specific 
suggestions for lesson objectives and classroom tasks at 
each level.

新任の教師は、生徒が上のレベルへいくのを急ぎ、高学

年の生徒には基礎レベルを省略しても良いというような

誤りをよく起こします。ブルームがいうこの学習プロセ

スは、あらゆる年齢の生徒や科目に当てはまります。次

のレベルに上がる前に、前のレベルの教材を習得する必

要があります。例えば、発音通りに読むことができない

初級の生徒には、to, two、tooという語それぞれの意味

を説明することは期待できません。むしろ英語を学習す

る生徒はまず文字を知り（知識）、語を形成する文字の

組み合わせを認知し（理解）、そして語を組み合わせて

いきます（応用）。下記の表はブルームの分類学の６レ

ベルについての説明で、それぞれのレベルでのレッスン

の目標やクラスルームタスクについて具体的な提案をし

ています。
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Continued on the next page　次のページに続く

Bloom’s Taxonomy of the Cognitive Domain (Table 2.4)
ブルームのタキソノミー（認知領域）

Level, Definition:
レベル、定義:

Skills Demonstrated:
実施したスキル:

Knowledge:
Observe. ⒉
Recall data. ⒉
Know information by rote. ⒉

知識

観察。 ⒉
情報の再生。 ⒉
機械的な暗記。 ⒉

Question Cues:
List, define, tell, describe,  identify, show, 
label, collect, examine, tabulate, quote, name, 
who, when, and where.
Example: From a list, identify three words that 
start with the /ch/ sound.

問題での合図：
列挙する、定義する、言う、述べる、識別す
る、示す、分類する、集める、説明する、一覧
にする、引用する、挙げる、誰が、いつ、どこ
で。
例：リストから/ch/の音で始まる語を３つ選び
なさい。

Comprehension:
Grasp meaning. ⒉
Interpret information. ⒉
Translate knowledge into a new context. ⒉
Predict consequences. ⒉

理解:

意味をつかむ。 ⒉
情報を解釈する。 ⒉
知識を新たな文脈にする。 ⒉
結果を予想する。 ⒉

Question Cues:
Summarize, describe, interpret, contrast, pre-
dict, associate, distinguish, estimate, differen-
tiate, discuss, and extend.
Example: Explain what happens when “s” and  
“h” are put together.

問題での合図：
要約する、述べる、解釈する、比較する、予想
する、連想する、分ける、推測する、区別す
る、討論する、広げる。
例：‘s’と‘h’を合わせると、どうなるかを
説明しなさい。
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Continued on the next page　次のページに続く

Bloom’s Taxonomy of the Cognitive Domain (Table 2.4)
ブルームのタキソノミー（認知領域）

Level, Definition:
レベル、定義:

Skills Demonstrated:
実施したスキル:

Application:
Apply methods, concepts, and theories in  ⒉
new situations.
Solve problems using skills and knowl- ⒉
edge.
Generalize information. ⒉

応用:
新しい状況で方法、概念、理論を応用する。 ⒉
スキルや知識で問題を解決する。 ⒉
情報を一般化する。 ⒉

Question Cues:
Apply, demonstrate, calculate, complete, il-
lustrate, show, solve, examine, modify, relate, 
change, classify, experiment, and discover. 
Example: Write a sentence using two words 
that start with /sh/.

問題での合図：
適用する、明示する、判断する、完成する、例
証する、示す、説明する、修正する、関連付け
る、変更する、分類する、実験する、見つける 
例：/sh/で始まる２つの語を使って文を書き 
なさい。

Analysis:
Recognize patterns. ⒉
Break down complex information into com- ⒉
ponents or parts.
Organize information. ⒉

分析:
パターンを認識する。 ⒉
複雑な情報を要素･部分に分解する。 ⒉
情報を整理する。 ⒉

Question Cues:
Analyze, separate, order, explain, connect, 
classify, arrange, divide, compare, select, and 
infer.
Example: Compare words that start with “s” to 
words that start with “sh.”

問題での合図：
分析する、分ける、並べる、説明する、関連付
ける、類別する、配列する、分ける、比較す
る、選択する、推測する。
例：‘s’から始まる語と‘sh’から始まる語と
比較しなさい。

Synthesis:
Build a more complex idea from a set of  ⒉
components.
Relate knowledge from several areas. ⒉
Put parts together to draw conclusions. ⒉

統合:
一連の要素でより複雑な概念を形成する。 ⒉
様々な分野からの知識を関連付ける。 ⒉
結論を出すためにそれぞれを総合する。 ⒉

Question Cues:
Combine, integrate, modify, rearrange, sub-
stitute, plan, create, design, invent, what if?, 
compose, formulate, prepare, generalize, and 
rewrite. 
Example: Create words that start with the /sh/ 
sound when given a series of word endings 
(-ut, -out, -ip).

問題での合図：
結合する、統一する、修正する、再整理する、
計画する、作成する、考案する、考案する、仮
定する、構成する、明確にする、準備する、一
般化する、書き直す。
例：接尾語（ut, -out, -ip）で、/sh/から始ま
る語を作成しなさい。
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教師がブルームの分類法を使うと、生徒のタスクへの反

応が速まり、学習がスムーズにいくことに気付くでしょ

う。このシステムは、無理のない速さで進められ、挑戦

的でありながら、不可能ではありません。また、着実な

進歩を遂げ、英語を習得することは可能だと生徒が確信

するのに効果的なのです。

Teachers who use Bloom’s Taxonomy will find that stu-
dents respond more readily to classroom tasks and learn 
faster. By using this system, teachers and students are able 
to move at a pace that is challenging but not impossible. 
Setting a steady progress can go a long way toward con-
vincing students that it is possible to learn English.

(Table adapted from Bloom, B.S., 1984 出典：ブルーム、１９８４年。)

Bloom’s Taxonomy of the Cognitive Domain (Table 2.4)
ブルームのタキソノミー（認知領域）

Level, Definition:
レベル、定義:

Skills Demonstrated:
実施したスキル:

Evaluation:
Compare and discriminate between ideas. ⒉
Judge something against a standard or  ⒉
set evidence.
Recognize subjectivity. ⒉

評価:
アイデアを比較して見分ける。 ⒉
基準や証拠に照らし合わせて判断する。 ⒉
主観性を認識する。 ⒉

Question Cues:
Assess, decide, rank, grade, test, measure, 
recommend, convince, select, judge, explain, 
discriminate, support, conclude, compare, and 
summarize.
Example: Evaluate the English system of 
spelling and inefficiencies relating to the /sh/ 
sound.

問題での合図：
評価する、決定する、位置づける、段階別にす
る、検証する、測定する、勧める、確認する、
選択する、判断する、説明する、識別する、支
持する、結論を出す、比較する、要約する。
例：/sh/の音に関する英語のスペリングの仕組
みと無効性を判断しなさい。
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As either teachers or students, many of us have ob-
served a frustrating phenomenon: people with a 

near-miraculous gift for language sometimes have trou-
ble with basic algebra. People who move poetically on 
an athletic field sometimes struggle with Shakespeare. 
These individual strengths and weaknesses have tra-
ditionally been viewed as a matter of talent, which is 
treated separately from intelligence. However, a rela-
tively new teaching theory argues for the existence of 
not one, but several types of intelligences. Athletic skill, 
a musical ear, a gift for logic—these are treated as in-
telligences, which the individual can refine and expand, 
rather than talents, over which the indi-
vidual has little control. 

In the 1980s, Howard Gardner devel-
oped the idea of Theory of Multiple 
Intelligences. Gardner questioned the 
idea that intelligence is a “single entity 
that was inherited” and that “hu-
man beings could be trained 
to do anything” (Gard-
ner 1999, p. xxiii). 
Instead of viewing 
intelligence generally as 
something that could be easily 
tested through IQ tests, Gardner was 
revolutionary in categorizing intelli-
gence into the following seven distinct 
categories:

Linguistic Intelligence – In-
volves sensitivity to spoken and written 
language, the ability to learn languages, and the capacity 
to use language to accomplish certain goals. This intel-
ligence includes the ability to effectively use language to 
express oneself rhetorically or poetically, and the ability 
to use language to remember information. Writers, po-
ets, lawyers, and speakers are among those that Gardner 
sees as having high linguistic intelligence.

Logical-mathematical Intelligence – Con-
sists of the capacity to analyze problems logically, carry 
out mathematical operations, and investigate issues sci-
entifically. In Gardner’s words, it entails the ability to 
detect patterns, reason deductively, and think logically. 
This intelligence is most often associated with scientific 
and mathematical thinking.

教育の現場において、思い通りにならないことはよくあり

ます。それは先生にも生徒にもどちらにもいえることで

す。例えば、文才に長けた生徒が初歩的な数学でつまずく

ことはよくありますし、素晴らしく運動神経のいい生徒が

シェークスピアを理解できないこともよくあります。個人

の長所や短所というものは昔から「才能」として考えられ

ており、知能とは別物とされてきました。「才能」は自分

でコントロールすることがほとんどできませんが、「知

能」は各個人が磨きをかけ、範囲を拡げていくことができ

ます。比較的新しい教育理論によると、知能は一種類では

なく、数種類存在するといわれています。運動能力、音楽

的センス、論理的 な思考能力などのことです。

1980年代にハワード・ガードナー

は「多重知能理論」を明らかにしま

した。彼は、知能が「個人に与えら

れた唯一のもの」であるという考え

方や、「人間は努力すれば何でも

できる」という考え方に異議を唱

えました(Gardner 1999, p. 

xxiii)｡　彼は、知能を

一般的なIQテスト

により簡単に測定

することができる

ものでなく、下記の７

つのカテゴリーに分けられる

ものであると考えました。

言語的知能―話し言葉と書き

言葉への感受性、言語を学ぶ能力、

ある目的を達成するために言葉を使

う能力、詩的な表現をするためにう

まく言葉を用いる能力、また言葉で

記憶する能力などが挙げられます。作家、詩人、弁護士、

演説家などがこの知能に優れているとガードナーは考えて

います。

論理-数学的知能―理論的に問題を分析する能力、

数学的演算を行う能力、科学的に問題点を調べる能力などが

挙げられます。ガードナーの言葉によると、この能力は法

則を見つけ、推論を導き、論理的に考える能力を必要としま

す。多くの場合、科学的、数学的思考と関連しています。
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“Gardner believes that 
each student has a 
unique combination of 
strengths and weak-
nesses, and that teach-
ers can capitalize on 
those diverse strengths 

to enhance learning.” 

Gardner’s Theory of 
 Multiple Intelligences ガードナーの多重知能論理
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Musical Intelligence – Involves skill in the perfor-
mance, composition, and appreciation of musical patterns. 
It encompasses the capacity to recognize and compose 
musical pitches, tones, and rhythms. According to Gard-
ner, musical intelligence runs in an almost structural paral-
lel to linguistic intelligence.

Bodily-kinesthetic Intelligence – Entails using 
one’s whole body or parts of the body to solve problems. 
It is the ability to use mental abilities to coordinate bodily 
movements. Gardner sees mental and physical activity as 
related.

Spatial Intelligence – Involves the potential to rec-
ognize and use the patterns of wide space and more con-
fined areas.

Interpersonal Intelligence – Is concerned with the 
capacity to understand the intentions, motivations and de-
sires of other people. It allows people to work effectively 
with others. Educators, sales people, religious 
and political leaders and counselors all need 
well-developed interpersonal intelligence.

Intrapersonal Intelligence – Entails 
the capacity to understand oneself, to appre-
ciate one’s feelings, fears, and motivations. In 
Gardner’s view, this involves having an ef-
fective working model of ourselves, and to be 
able to use such information to regulate our 
lives (Smith, 2002).

Gardner believes that each student has a 
unique combination of strengths and weak-
nesses and that teachers can capitalize on 
those diverse strengths to enhance learning. 

How is multiple intelligences theory appli-
cable in the classroom?  First, it is important 
to recognize that even though two students 
may look and act the same, they could be polar opposites 
when it comes to specific intelligences. Also, engaging 
students in a variety of activities helps them to utilize 
various intelligences in order to exploit their strengths 
and improve upon their weaknesses. For example, story-
telling or drama activities can include elements of body-
kinesthetic, spatial, and linguistic intelligences. Language 
puzzle activities often utilize both linguistic and logical 
intelligences. Self-evaluation tasks require both linguistic 
and intrapersonal intelligences. Approaching lesson plan-
ning imaginatively means taking into consideration the 
particular diversity of intelligences of a class, and requires 
teachers to keep the unique combination of strengths and 
weakness of each student in mind. 

音楽的知能―演奏の技術、作曲の技能、そして音

楽のパターンの理解などが挙げられます。これは音程、

音色、とリズムを聞き分けたり、創り出したりする能力

を含みます。この知能は言語的知能と類似しているとガ

ードナーは考えています。

身体運動感覚的知能―問題を解決するため

に、身体の一部もしくは全体を用いる能力が挙げられま

す。身体の動きを調節するために精神的活動を用いる能

力ともいえます。ガードナーは精神的活動と身体的活動

は関連していると考えています。

空間的知能―広い空間や限定された空間のパター

ンを認知し、利用する能力が挙げられます。

対人的知能―他人の意向や欲求を理解する能力

が挙げられます。この能力により他人と効果的に働く

ことができます。教育者、セールスマン、宗教もしく

は政治的リーダー、カウンセラーら全てにこの能力が 

必要とされます。

内省的知能―自分自身を

理解し、自分の感情、恐怖、欲

求を認識する能力が挙げられま

す。ガードナーは、この能力を

用いることにより効果的に学ぶ

ことができ、そして自身の生活

をコントロールすることが可能

であると考えています。(スミ

ス、２００２出典)

ガードナーは、生徒の持って

いる長所短所はひとりひとり違

う組み合わせであり、先生は学

習効果高めるために、その様々

な長所を利用することができる

と確信しています。 

では、この「多重知能」理論

はどのように教室内で利用でき

るのでしょうか？まず、２人の生徒がいた場合、たとえ

その２人の外見や動作が同じように見えたとしても、彼

らの持っている知能は正反対である可能性を認識するこ

とが大切です。様々な活動により生徒の関心を引くこと

によって、彼らの知能を用いて長所をのばしたり、短所

を改善したりする場合があります。例えば、朗読または

演劇は身体運動感覚的知能、空間的知能、と言語知能の

要素を含んでいます。言葉をつかったパズルは言語知能

と理論・数学的知能を利用します。自己評価することは

言語知能、内省的知能を必要とします。創造的に授業計

画を練るには、知性の多様性を考えにいれることが必要

です。先生は生徒がひとりひとり違う組み合わせの長所

短所をもっていることを肝に銘じなければなりません。
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The concept of learning styles is closely related to 
the multiple intelligence theory.  A learning style is 

simply the way in which an individual prefers to learn. 
Many people prefer to learn in a way that corresponds 
with their own brand of intelligence. Children, however, 
usually haven’t yet worked out which learning styles 
they prefer. Therefore, it’s important for educators to 
present young students with a choice of learning styles, 
so that each student can realize their full potential. The 
following are the three most common learning styles:

Visual Learner – Visual learners take in informa-
tion by seeing an object. Text, diagrams, 
photographs, charts, graphs, and maps are 
all tools that aid visual learning.

Auditory Learner – Auditory learn-
ing emphasizes what is spoken and heard. 
Examples of auditory classroom activities 
are lectures, reading aloud, or simply play-
ing music while the class completes an in-
dependent writing activity.

Tactile/Kinesthetic Learner – The tactile/kin-
esthetic learners are often forgotten in the classroom. 
These students need to touch objects and move their 
bodies during the lesson in order to learn effectively. 
Having the students draw letters in the air with their fin-
gers to practice the alphabet or act out a verb instead 
of merely copying it in their notebooks are examples of 
tactile/kinesthetic activities.

Some lessons are better taught through demonstration 
(visual learning) while others make for better lectures 
(auditory learning) or projects (tactile/kinesthetic learn-
ing). Because extra-sensory input can reach a wide range 
of learners, it’s a good idea to incorporate different styles 
into your lesson as long as they do not distract from the 
main message.

学習法の概念は多様な知能の方法論と密接な関係がありま

す。学習法は各個人が好む学び方に過ぎません。多くの人

々は自身の知能と対応する方法で学ぶことを好みます。し

かし子供は通常、まだ自分が好む学習法を見つけ出してい

ません。それゆえ、教育者が、生徒に学習法の選択肢を示

すことが大切で、それによって、生徒達は自分の全ての潜

在能力を理解することができるのです。以下に述べるのは

３つ一般的な学習法です。

視覚学習者―視覚学習者は物を見ることで情報を吸

収します。教科書、図、写真、チャート、グラフや地図な

どは全て視覚学習の手段となります。

聴覚学習者―聴覚学習は話したこ

とや聞こえたことを重要視します。聴覚

学習の授業の例は、大声で朗読したり音

楽を流したりしながら授業を行い、生徒

達はそれぞれのライティングアクティビ

ティーに書き込んでいきます。

触覚・運動感覚学習者― 

触 覚 ・ 運 動 感 覚 学 習 者 は ク ラ ス で

よく忘れられがちです。授業で効果的に学ぶために生

徒達は物に触れたり体を動かしたりする必要がありま

す。例えば触覚・運動感覚のアクティビティーでは、

指で空中にアルファベットを書く練習をさせたり、単

にノートに文字を書き写すのではなく動詞の動作を 

行わせたりします。

ある授業はデモ（視覚学習）によって教えると良く、一方

他の授業では講義（聴覚学習）や動作のプロジェクト（触

覚・運動感覚学習）を行うと良いでしょう。授業の邪魔や

気を散らしたりすることにならない限り、他の感覚の導入

もとても良い考えでしょう。
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Excellent teachers consider their approach to an objec-
tive long and hard before mapping out a lesson plan. 

Successful teachers—just like successful leaders, writers, 
lawyers, doctors, performers, and counselors—think care-
fully about their audience, asking themselves how to most 
effectively match up the desired objective with the minds 
that will receive the instruction. Clearly, the same objec-
tive might be taught quite differently to two groups of 
students who have different ages, interests, experiences, 
and prior knowledge. The following is a list of hints ALTs 
have used to help foster a meaningful approach to their 
students’ English education:

 
When confronting troublesome English, it helps to  ⒉
take a step back, define the problem and see how best 
to break it down into manageable parts. Breaking a 
long sentence into more manageable parts (such as 
individual words or phrases) helps students to under-
stand it. It’s also helpful to explain how we say what 
we think or feel in English and connect it to why we 
say it. Finally, it’s important to relate this information 
back to Japanese whenever possible.

Show examples. Once the  ⒉ building blocks of language 
have been assembled, it is time to construct something 
with them. Creative ideas involving short explana-
tions, demonstrations of targeted grammar points, and 
listening and speaking practice provide the students 
with the opportunity to make mistakes in a controlled 
environment.

When possible, make use of the  ⒉ loan words that have 
infiltrated the Japanese language for years. It’s fun 
to demonstrate the relationship between the familiar 
ka-ro-ri-me-i-to and its English equivalent, “Calorie 
Mate.” Though katakana pronunciation is undesir-
able in an English class, students will often find the 
similarities and differences between loan words they 
know and their foreign-language counterparts fasci-
nating. Assess the students’ English level by testing 
or otherwise asking them what English they know. It 
provides a basis to build upon and a direction to move 
towards.

Breaking down and building up concepts often bridg- ⒉
es the gap between two different cultures. Kim Allen 
explains that complicated linguistic obstacles (such as 
Japanese grammar) can be broken down to their base 
forms, where they can be easily understood by Eng-
lish-Japanese language learners (2006).

優れた教師は、教えたいことへの取り組み方を熟考して

からレッスンプランを立てます。成功するリーダー、作

家、弁護士、医師、芸能人、カウンセラーと同様、成功

する教師も対象の人についてじっくりと考え、教えるポ

イントとそれを教わる人間をいかに最も効果的に調和さ

せるか自問します。明らかに、年齢、興味、経験、予備

的知識などが違う２つのグループに同じことを教えよう

とする場合、教え方は全く異なるでしょう。以下に、有

意義な英語の教え方を練ろうとするALTのコツがいくつか

挙げられています。

困難な英語にぶつかると、一歩離れ、問題を定義し、 ⒉
どのように扱いやすい部分に分けるか考えると良いで

しょう。長い文を単語や句などのような扱いやすい部

分に分割すれば、生徒の理解を助けます。そして英語

の話者が考えたり感じたりしたことをどのように英語

でいうかを説明したうえ、どうしてそういうのかとい

うことと結びつけることも役立ちます。最後に、なる

べく日本語と関連づけて教えることも大切です。

例を挙げましょう。言語の基本構成要素をそろえた ⒉
ら、組み合わせて何かを作ることになります。短い説

明、対象の文法パターンの実例、リスニングやスピー

キングの練習などを含む創造的な教え方は、生徒に制

御環境で間違いをさせる機会を与えます。

できれば、何年も前から日本語で使われている外来語 ⒉
を利用します。身近な「カロリーメイト」と英語のそ

れに当たる「Calorie Mate」との関係を説明するの

も面白いです。カタカナっぽい発音は英語の授業で

は望ましくないとはいうものの、生徒にとって、もう

知っている外来語とそれに相当する外国語の単語の類

似点と相違点を知ることは興味深いでしょう。生徒の

英語力を評価するためにテストなどの方法で既に知っ

ている英語を調べると、目標も基礎知識も知ることが 

できます。

概念を分解して築き上げることで、２つの違う文化の ⒉
間の隔たりを埋めることができます。キム・アレンに

よると、日本語の文法のような複雑な言語上の障害

は、基礎形式に分解されることにより、英語の日本語

の学習者にとって分かりやすくなるということです（

２００６年）。
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Discover your ⒉  students’ misconceptions about learn-
ing English. A generation or two ago, children were 
taught that English was incredibly difficult to learn 
and even if they studied their entire lifetime, they 
would never be able to speak it properly. This con-
cept has fallen out of general use, but it still pervades 
the public consciousness. English is hard, but gener-
ally no harder than any other subject. Students can 
learn a great deal more by revising their attitudes to-
ward English study and by creating a more positive, 
can-do atmosphere in the classroom.

Have  ⒉ goals. Learning a new language is a daunt-
ing challenge for many students. Using goals in 
the classroom enables students to focus on smaller, 
more manageable tasks. To achieve their goals, they 
will need all the support they can get. Find out what 
makes students want to study English, and if they 
do not want to study English, find a way to motivate 
them.

Remember that students constitute an audience. Bear-
ing these six points in mind, a teacher can play to the au-
dience much more successfully and with a much clearer 
starting point for creating meaningful lessons.

英語学習に対する生徒の誤解を理解しましょう。１、 ⒉
２世代前には、英語は極めて習得しにくく、たとえ一

生をかけて勉強してもきちんと話せるようにはならな

い、というように子供に教え込まれていました。この

考え方はもう一般的に教えられてはいませんが、まだ

社会の意識に浸透しています。英語は難しいことは難

しいのですが、他の科目より難しいということはあり

ません。生徒が英語学習に対する態度を改め、教室が

前向きで成せば成るというような雰囲気になれば、生

徒はもっともっと学ぶことができるでしょう。

目標を持たせましょう。新しい言語の習得は多くの生 ⒉
徒にとって気をくじかれるような挑戦です。授業で目

標を設定すれば、生徒がより容易で扱いやすい課題に

集中できるようになります。目標を達成するにはでき

るだけ多くの支援が必要です。生徒の学習意欲を高め

る要因を見つけましょう。もし生徒が勉強したいと思

わないのなら、動機付けの方法を見つけましょう。

生徒が「聴衆」であることを覚えておきましょう。以上の

６つの心得を参考にすれば、有意義であり「聴衆」に合っ

た授業を計画する出発点がはっきりします。
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