
成果報告レポート【2021年2月】

株式会社桐原書店×株式会社English Central

動画+オンラインレッスンによる総合英語学習と
学習効果を測定するオンラインテストの実証

令和元年度補正



目次

1. 実証事業の目的

2. 導入ツール紹介

3. 実施概要

4. 実証結果

検証内容の整理

（１）発信型技能の測定･把握

（２）4技能の学習効果

（３）学習への自主性促進

実証事業を通して

5. 事業者情報



1.実証事業の目的



本実証事業の目的

（１）生徒の英語における発信型技能の客観的な測定・把握を効率的に行うこと

英語の発信型技能(｢話す｣｢書く｣)、特に｢話す」力を測る方法は、現状1対1の面談型テストが主となっているが、
実施にあたっての時間的制約から､生徒一人ひとりに詳細な結果を残すことは困難である。教育現場の恒常的な
テーマである教師の負担を最小限にしつつ、より多くの情報を残すことができる方法が求められている。

（２）英語4技能の総合的な学習機会を増やし、英語力を向上させること

新学習指導要領では、英語を実際のコミュニケーションや社会活動に活かせるよう、４技能の総合的な学習が求
められる。個人差に合わせた学習を生徒が一人で実行でき、同時に教師側では、生徒がの学習状況を把握するこ
とが重要となる。

２種のオンラインツールを学校現場に導入し、下記（１）~（３）の

実現における有用性を検証することを本実証事業の目的とした。

（３）生徒の英語学習に対する自主性を促すこと

継続的な練習が必須の英語学習を生徒が行っていくためには、自発的・積極的に英語に関わる意識が重要となる。
生徒の自主性を促し、モチベーションを向上させる仕組みが必要。
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2.導入ツール紹介



【桐原スピーキング＆ライティングテスト】

グローバルな動画を使って総合的な英語学習
を行うサービス。4技能の総合的な学習体験
を自習から実践まで一貫して提供

＜特長＞
・世界中で話題の、1万4000本以上の旬の動画で”生きた
英語”を学べる。学習者が自分の興味のある動画を教材
にできるため、学習へのモチベーションが向上する。

・発音改善のための音声解析技術、脳科学に従って設
計された単語学習システムを使ったボキャブラリー
学習、スピーキング練習を行え、学習効果が高い。

・教師アカウントでは生徒の学習状況を確認､管理する
ことができる。

マルチデバイスで実施可能なテスト形式のオ
ンライン英語学習教材。
発信型(「話す｣｢書く」)の英語力を客観的に
判定

＜特長＞
・受検時間1回15分程度で48時間以内に採点と評価
レポートが得られ、手軽かつスピーディ

・自分の意見を述べる問題や、イラスト描写を見て
制限時間内に解答するなど即興性を問う問題と、
様々な問題パターンが揃っている。

・生徒の受検状況やスコアを教師アカウントで確認、
管理することができる。

【English Central】
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導入ツール紹介

［ツール説明URL］［ツール説明URL］
https://www.kirihara.co.jp/product/detail/100110/ https://www.youtube.com/watch?v=q0vpa11-POI&feature=emb_rel_pause

今回の実証では、テスト教材、学習教材の2種類のオンラインツールを導入した。



桐原スピーキング＆ライティングテスト詳細

【Speaking Test】全４問 【Writing Test】全2問

＜音読(1問)＞
テキストで表示された例
文を時間内に読み上げる

1本の動画を見て、2問の問題に解答
自由記述式、タイピングにて解答する

<1問目>
動画の内容に関する問いへの解答を書く

<2問目>
動画の内容を踏まえ、自分の意見とその
理由を書く

＜イラスト描写(1問)＞
表示されたイラストと質問
文を見て、時間内に発話し
て解答する

＜意見を述べる(2問)＞
自分の考えを問う質問が音声のみ
で出題され、質問に対して発話し
て解答する

＜採点レポート＞
音声解答をテキスト化し、
発音・イントネーション・
リズム・文法語彙・キー
ワード・文章構成などの基
準で採点の上、生徒個人に
向けてフィードバック

＜採点レポート＞
文法語彙・キーワード・文章構成・ス
ペリングなどのフィードバック

【テスト問題】

３段階のテストレベルが用意されており、受検回ごとに異なる問
題が出題される

英検３級 ／CEFR A1

英検準２級／CEFR A2

英検２級 ／CEFR B1

＜テストレベル目安＞

Standard

Intermediate

Advanced
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導入ツール詳細



選んだ動画を視聴す
る。何度も繰り返し視
聴でき、分からない単
語は字幕をクリックす
ることでその場で意味
の確認が可能

リスニングをしながら､
動画内の主要単語や分
からなかった単語をタ
イピングで穴埋め。
(ディクテーション)

動画のフレーズを発音
し、音声認識システムに
よるリアルタイム判定。
発音・流暢さを採点す
る。

外国人講師とマンツーマンで単
語や表現の実践演習

※動画を使った学習に応じて付
与されるポイントが一定量に達
することで実施可能となる

【動画を使った個別学習】 【英会話演習】

English Central 詳細

1万4千本以上の動画を題材に３種類のトレーニングを実施可能
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導入ツール詳細



3.実施概要



【実施校】 東京都 八王子市立中学校 ３校
茨城県 大子町立中学校 ４校
愛知県 愛知県立高等学校 ２校

【期間】 2020年9月中旬~2020年12月中旬

【科目】 外国語（英語）

実証期間を通して生徒がEnglish Centralを用いた動画学習を行い、期間の前後に、桐原スピーキング&
ライティングテストによるアセスメントテストを実施。生徒の英語力の変化を測定した。

9月中旬~9月末 11月末~12月中旬9月中旬~12月中旬

【実施数】 中学生：495名(2年生103名／３年生392名)
高校生：362名(1年生337名／2年生13名／3年生12名)

STEP1
アセスメントテスト
(1回目)

STEP２
動画学習

STEP３
アセスメントテスト
(2回目)

桐原スピーキング＆ライティング
テストを使用

English Centralを使用 桐原スピーキング＆ライティング
テストを使用
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実施概要：全体



･生徒向け 概要説明
･アカウント配布

･テスト指示
(レベル指定･受検期間）

･テスト受検
･採点結果確認
･見直し

･テスト完了確認

.アカウント発行
･事前オリエン
･実施サポート

桐原書店

教師 生徒

“桐原スピーキング＆ライティングテスト”を用いたアセスメントテスト。実証期間の初めと終わりの２回実施。
教材の操作やテスト画面の遷移､回答手順などを生徒に事前理解してもらうため、1回分の「練習回(採点無し)」
を設けた。

【実施内容】
・1度のテストで、スピーキングテスト､ライティングテストを各1回実施
・授業１コマを使用し、学校の教室・コンピューター室で一斉実施
・テストレベル：1回目、2回目ともStandardレベル
・使用環境：学校所有のＰＣおよび通信回線 ヘッドセット使用

※今回実証校のうち一校(高等学校)では、生徒が各自の個人デバイスを用いて、一定期間中に個人で実施した。
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実施概要：アセスメントテスト



※事前準備として、教師には事前に桐原スピーキング＆ライティングテストの操作マニュアルとデモIDを配布し、
生徒への説明と練習回の実施を行って頂いている。

※授業時間中はあくまでテスト受検までを目的としているため、学校によっては授業中の自由学習は行っていない。

【実施手順】授業時間50分の場合(中学校での実施例）

ログイン

テスト受検

↓

↓

生徒本人の操作で､桐原スピーキング&ライティングテストのURLへアクセスし、ID・パスワードの入力を
行い、テスト開始画面に到達する

教師の指示でテスト開始。原則スピーキングテスト・ライティングテストの順で行う。テスト開始後は、
全ての生徒が終了するまで全体進行は止めずに行う。
想定所要時間はスピーキングテスト・ライティングテスト各１５分。

テストが完了した生徒から、English Centralの動画学習に移行。授業時間いっぱい各生徒が自由に取組む。
(初回のみEnglish Centralの使用方法についてオリエンを行う)
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実施概要：アセスメントテスト

自由学習



English Centralのコンテンツを用いて､生徒が動画学習を行う。教師は、主にアドバイスなどを通じて、生徒の自
主的な学習をサポートする役割。今回の実証では、学生に人気のジャンルなどの情報をベースにセレクションした
おすすめの動画コース、学習量に応じたオンライン英会話の実施等の要素を加え、モチベーション向上を試みた。

･取組む内容を決める

･English Centaralの
学習に取組む

・学習量に応じたオ
ンライン英会話演習

･自分の学習履歴を
確認

･使い方説明
･目標､課題を設定
（任意）

･生徒の学習履歴を確認
･生徒への声かけ
･質問対応

･事前説明
･使い方サポート

English
Central

教師

生徒

【実施内容】
・生徒が自分で動画を選び、｢見る｣｢学ぶ｣｢話す｣から好きな学習を行う
・ポイントを獲得すると「オンライン英会話」の受講が可能となる
・使用デバイス：生徒個人(または家庭)所有のデバイス・学校の端末
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実施概要：一定期間の動画学習
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今回の実証では、学習内容や学習量 (動画の選定、学習の種類、期間中にどのくらいの学習するか、など)は
基本的に生徒の自主性に任せ、強制力の弱い状態で取り組ませた。
ただし目安として、以下の目標学習量を設定した。

＜学習記録レポート提出を課題とした中学校の事例＞

見る
(動画視聴)

学ぶ
(単語学習)

話す
(音読練習)

5回/週 50単語/週 50セリフ/週

(1週間の目標となる学習量目安)

課題内容：学習記録レポート提出

｢視聴した動画｣｢動画で学んだ単語､表現｣
｢学んだことをどのような場面で活かせそうか自分の考え」
上記の項目を用紙に記載して提出する課題を設けた。
期間中最低１回の提出は必須、それ以上の提出は生徒の自由とし、
提出した回数を評価に反映させた。

【目標設定・課題設定】

実施概要：一定期間の動画学習

目安学習時間：2.5時間/週



4.実証結果



生徒の発信型技能の客観的な
測定・把握を効率的に行うこと

4技能の総合的な英語力を
生徒に身に付けさせること

生徒の学習に対する自主性を
促すこと

桐原ｽﾋﾟｰｷﾝｸﾞ&ﾗｲﾃｨﾝｸﾞﾃｽﾄが
生徒の発信型技能測定に有用か、
測定の効率化(教師負担減)ができるか

桐原スピーキング&ライティングテスト
によるアセスメントテスト実施

生徒一人でも4技能の学習を行える機
会を増やす
(English Centralの利用)

English Centralを行うことで、
生徒の総合的な英語力が向上するか

興味のある題材、動画を使った「楽し
める」学習手段を生徒に提供する
(English Centralの利用)

English Centralを行うことで、生徒
の英語に対する自主性・モチベーショ
ンに変化がみられるか

実現したいこと 検証するポイント実現のための手段

（１）

（２）

（３）
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実証結果：検証内容の整理



【テストスコア】

【スコア比較による全体傾向】
アセスメントテスト(桐原スピーキング＆ライティングテスト)の問題別スコア高低を比較し、何かしらの傾向が現れるかどうかを調べた。
その結果、中学生で以下の傾向がみられた。

スピーキングテスト(100点満点) ライティングテスト(100点満点)

1回目 2回目 1回目 2回目
全体平均スコア 72.50 54.39 65.87 60.29 
中学生平均スコア 64.00 43.23 53.13 46.09 
高校生平均スコア 81.97 72.10 78.16 78.84 
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■問題別スコア
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（１）生徒の発信型技能の測定・把握：結果

※2回のテストの平均値。数値は各問題の配点をすべて100点満点に換算したもの

〈①②情報からの全体傾向(推察)〉

スピーキングのQ3・Q4は音声のみで出題され、直後に解答を
求められる問題である。
このことを踏まえると、多くの生徒が苦手とするのは「自分
の考えを表現すること」ではなく、｢音声を聴いて短時間で
(即興で)解答をすること」ではないかと推察。

〈参考：問題の特徴〉
スピーキングテスト（Q1～４）
Q1：音読 Q2：イラスト説明
Q3：意見を述べる１ Q4：意見を述べる２
※Q3.Q4の問題文は音声のみで出題

ライティングテスト（Q1～2)
Q1：動画の中身について解答する
Q2：動画のテーマで自分の意見を記述する

①スピーキングでは“意見を述べ
る”問題のスコアが全体的に低い

②ライティングでは問題別ス
コア差が小さく、“意見を述べ
る”問題のスコアが若干高い

→



【桐原スピーキング&ライティングテストに対する教師へのヒアリング結果（抜粋）】

・事前説明とマニュアルが
あったため実施に特に苦労
はなかった。

・自分よりも生徒の方が、
迷いなくできていたと思

う。

・1､2回行えば教師も生徒も
コツはつかめるため、難し
くはないと思う。

・授業時間の確保は大変だっ
たが最初の練習回はあった
方が良い。

・スピーキングでは音読から
意見を述べる問題まで
パターンがひととおり揃っ
ている。実施の所要時間が
短いため、バランスは良い
と思う。

・シンプルな1問1答で、
問題の量･質特に問題な

い。

・ALT対面で行っているテス
トと比べても、同程度の問
題は揃っている。一斉に行
えるため時間短縮ができる
と思う。

・採点結果は教科担当としては
十分な情報であり、妥当だと
思う。これを自動で行えるの
はありがたい。生徒の状況を
把握する資料として有用だと
感じる。

・採点を担ってもらえる点は
非常にありがたい。普段の
生徒の実力と比べて、結果
にも納得できる。

・少ない拘束時間で一気にで
き、
回答記録も残るのはデジタル
ならではで便利と感じる。

・総合的な英語力を測る意味で
価値があると思う。

実施の負担感について 問題の量・質について 課題点

18

（１）生徒の発信型技能の測定・把握：結果

・文法や表現別で出題内容を
選択できる形であれば使い
やすいのでは。

・普段の授業に沿って､小テス
ト式に生徒の実力チェック
を行うような使い方ができ
ると良いと思った。

・授業内容(単元や教科書で取
り上げられたテーマなど)と
マッチしていないため、
成績評価に加えるには工夫
が必要。

良い点



【生徒の発信型技能測定ができているか】

2回のアセスメントテストより、生徒一人ひとりのスコアと解答を取得した。問題別スコアの傾向から生徒の不
得意分野の推察を実際に行うことができるなど、測定材料としての有用性が示された。
教師へのヒアリング結果より、教師が把握する各生徒の実力とテスト結果は一致していたことから、指標とし
ての妥当性も認められた。

■所要時間

テスト立会い時の観察では、生徒がログインに手間取る場面も見られたが、スピーキングテスト・ライティングテストのみの
所要時間は想定よりも短く、それぞれ数分～10分程度であった。
通信状態がスムーズであれば、50分の授業時間中で余裕を持ってスピーキング、ライティングテスト両方を実施可能である

■ICTツールを利用したテスト実施について

（先生）事前説明とある程度の慣れがあれば、実施そのものは難しくない。
（生徒）操作に関しては特に問題は見られない。タイピングに不安を覚える生徒が若干いた。

【効率化､負担軽減が行えているか】

短時間で一気に行えること、48時間以内で採点を行ってもらえること、スコアや解答内容が音声も含め自動的に残されるこ
と、に対する教師の評価が高かった。

■教師の評価
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（１）生徒の発信型技能の測定・把握：成果



■テスト時の他生徒の声
一斉実施したスピーキングテストではヘッドセット､マイク付きイヤホンを使用したが、防音機能はなく、生徒間の
距離も近い状態であった。
多くの生徒が“周りの声が気になった”とアンケートに回答しており、実際にテスト現場でも、非常に小声で解答する生徒や、
全く解答を行おうとしない生徒が見られた。大勢の中で発話することへの心理的なブレーキがかかると考えられる。

【課題】

■通信環境
一部の地域では通信速度が不足していたためポケットWi-Fiを使用したが、それでもスムーズに行えず、人数の多い
クラスでは生徒が半数ずつに分かれ、交代で受検を行うなどの対策をとることになった。結果として、通信環境が
テストのパフォーマンスにも影響してしまったと考えられる。通信環境の整備が進めば、この課題は解決する
と見込まれる。

■実施負担
今回の事業は年度途中からの実施であったため、テスト時間を確保することに教師の負担がかかっ
てしまった。ただし、テストそのものはスムーズに実施できれば１コマもかからないことが判明したため、計画的
に組み込むことで時間確保の負担は低減されると思われる。

■評価指標として
教師は、桐原スピーキング&ライティングテストに対して、総合的な英語力の指標としての価値を感じている。
特に中学校では、授業の進捗に合わせて使えるよう、単元や文法単位で問題を選択したいという要望があった。
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（１）生徒の発信型技能の測定・把握：成果



【学習実績】

アセスメントテストの１回目と2回目の成績推移により､学習効果を検証。English Centralの学習量が ｢週35分以上
の生徒｣ と ｢週15分以下の生徒」の２グループに分け、両者を比較した。

初期に設定した、目安の学習量（2.5時間／週）を基準に、期間中の生徒の学習量を計測した。

全体 中学生
中学生

課題あり※
高校生

EnglishCentral
利用率

8% 9% 18% 5%
※中学生課題あり：学習記録レポート課題を設定した学校の利用率

【学習効果】

50.10 

49.63 
50.00 

50.98 

49.28 

50.59 

52.59 

53.52 

ｽﾋﾟｰｷﾝｸﾞ１ ｽﾋﾟｰｷﾝｸﾞ2 ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ1 ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ2

EC学習量とテスト偏差値推移の比較(全体)

EC利用週15分以下 EC利用週35分以上

50.14 
49.13 

49.94 

51.52 

49.04 

52.47 
53.16 

55.31 

ｽﾋﾟｰｷﾝｸﾞ１ ｽﾋﾟｰｷﾝｸﾞ2 ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ1 ﾗｲﾃｨﾝｸﾞ2

EC学習量とテスト偏差値推移の比較(中学生)

EC利用週15分以下 EC利用週35分以上
*EC＝English Central

両者の偏差値平均値を比較したところ、
English Centralの学習を週35分以上行っ
ていたグループの方が、偏差値の伸びが大
きかった。

偏差値の伸びはライティングよりもスピー
キングの方が大きくみられ、
特に中学生でその傾向が強く現れた。
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（２）４技能の総合的な学習効果：結果



【生徒の英語力が向上しているか】

アセスメントテスト結果から、特にスピーキングに関してEnglish Centralの学習に英語力を向上させる
効果があったことがいえる。

■実証期間

今回、生徒の学習期間は実質3か月未満であったため、全体的に学習の影響が目立たなかった。しかし、この期間中でも
English Centarlの学習を積極的に取り組んでいた生徒には学習効果が見られた。
6か月・1年といった中長期で実践していけば、より顕著に効果が認められると思われる。

【課題】

今回、English Centralの学習を基本的には生徒の自主性に委ねたが、期間を通して利用率はそれ程高くなかった。
ただし、自由提出として学習記録レポートを設定した学校の利用率は全体と比較して高く、学校･教師からの働きかけが大きく
影響することが分かった。

■学習の実践
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（２）４技能の総合的な学習効果：成果



【生徒へのアンケート調査】

学習期間後半に行った生徒へのアンケート調査にて、英語に対する意識・姿勢の変化を調べた。
全体の傾向と、学習を一定時間以上行っている生徒(English Centralを普段利用している時間が「週10分~1時間｣、
｢週1時間以上」と回答した生徒)の場合の傾向を比較した。

■English Centaralで興味ある動画を見つけられたか ■英語を話す機会が増えたか

86%

14%

EnglishCentralを利用している生徒

36%

64%

全体

はい

いいえ

いいえ

はい

n=76n=716

6%

94%

全体

54%

46%

EnglishCentralを利用している生徒

いいえ

はい

いいえ

n=76n=716

はい
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（３）生徒の自主性促進：結果



【生徒へのアンケート調査】

■実証事業期間に学習を始めてから、英語で得意になったことは何か（複数回答可）

English Centralを一定時間以上取り組んでいる生徒の約９割が期間中で｢英語が得意になった」と回答

24

106

37

196

66

読む 書く 聞く 話す

得意になったこと(複数回答可)

33

17

52

20

読む 書く 聞く 話す

得意になったこと(複数回答可)

52%

48%

英語で得意になったことがある/ない

88%

12%

英語で得意になったことがある/ない

全体 (n=716) English Centarlを利用している生徒 (n=76)

ある

ない

ある

ない

（３）生徒の自主性促進：結果



【生徒の英語に対する姿勢に変化がみられたか】

アンケート「興味関心のある動画が見つかったか｣｢英語を話す機会が増えたか」に対して、English Centralによる学習に取り
組んだ生徒の多くが肯定的な回答をしている。好みの動画をベースに学習を行うことで英語への関心が高まり、結果として自
ら英語を口に出す意識につながっていると考えられる。

■学習の実践

今回、English Centralを利用した学習を実践した生徒は、“英語力“と“学習への前向きさ”の両面で効果がみられたが、期間中
ほとんど学習を行わなかった生徒も多かった。
学年･学校全体で効果を出していくためには、授業利用や宿題との連動など、生徒がオンラインツールを使う最初の働きかけ・
仕組みをつくることが重要であると思われる。

【課題】

English Centralを使って学習に取り組んだ生徒の９割が｢英語が得意になった」と自覚しており、学習の実践が生徒に自信をつ
けたことが推察される。
４技能の中では、「聞く(リスニング)」に自信をつけた生徒が最も多く、動画視聴によって短期的に効果が実感できたと考え
られる。

■英語に対する自信
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■英語に対する興味・関心

（３）生徒の自主性促進：成果



■本実証事業に参加頂いた、大子町教育委員会 指導室長 益子先生のコメント

●英語に対しての考え
今の時代、世界中のどことでもデバイスを通じて繋がることが可能な世の中になっており、英語を｢使うこと｣の必要性が非常に高まって
いると思います。教育委員会としても、試験のためではなく生活の中の言語として英語を使える、「英語の日常化」を進めていきたいと
考えています。

●今回の実証事業に関して
ICTツールやAI教材が進歩しており、今後も次々と有用なものが登場するでしょう。町としてもまずは使うことを始めていかなければなら
ないと考えていました。今回、ICT教材の本格的な使用は初めてでしたが、先生方が工夫しながら実証事業に取り組んでくれたことがひと
つの大きな成果だと思います。

●大子町として、今後目指したい教育の姿
今後、世の中がますますグローバル化していく中で､国際感覚を持つ子どもを育てていくことを使命のひとつと感じています。そして、
ICT機器やオンライン教材をはじめ、学ぶためにデバイスを使うことを、ごく自然な、当たり前のこととしていきたいと思います。子ども
達が自分の力で生きていくための道具の一つとして、ICTやデジタル技術を使いこなしていけるような姿を目指しています。
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実証事業を通して



５.事業者情報
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株式会社桐原書店

【会社概要】
設立 1967（昭和42）年12月1日
資本金 96百万円
決算 3月
代表者 門間正哉
従業員 124名(2020年3月31日現在）
営業所 札幌・仙台・埼玉・名古屋・大阪・広島・福岡
取引銀行 三井住友銀行、三菱UFJ銀行
取扱商品 文部科学省検定教科書､学習参考書・問題集、

デジタル教材、小論文添削
URL https://www.kirihara.co.jp/
ｸﾞﾙｰﾌﾟ･関連会社 図書印刷株式会社､学校図書株式会社､

株式会社ｼｰ･ﾃｨｰ･ｴｽ､株式会社留学情報館

（2016年より、株式会社English Centralと資本提携を開始）

株式会社 English Central

【会社概要】
設立 2009（平成21）年9月
代表者 松村 弘典
URL http://www.englishcentral.com/
住所 東京都台東区花川戸1-2-10 ハヤカワビル4F

【お問合せ先】
メール sales-ja@englishcentral.com
電話 050-3802-3236 (平日9時～18時)

事業者情報

https://www.kirihara.co.jp/
http://www.englishcentral.com/
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