
グループ暗記法 

（The Group Memorization Method）:  

効率と学習意欲を高める語学学習法 

 

 
序論 

 
 言語学習は、何万もの単語や語句の習得を必要とする生涯にわたるプロセスである。

第二言語の学習において、そのような大量の情報を習得することは、特に、学習者が外

国語を使って、ネイティブ・スピーカーとコミュニケーションを図ることを楽しみ、外

国文化を学ぶというレベルにまで至っていない初期の段階においては、気が遠くなるよ

うな作業であると感じられることが多い。 

 多くの学習者は外国文化を学ぶことを通じ、その大変な作業にやりがいを感じるが、

中には早い段階でやる気を失い、学習をやめてしまう者もいる。従って、この初期段階

での困難を乗り越えるために必要なサポートを学習者に提供する、という明確な必要性

が存在する。 

 授業内での活動は、教育目標を効率的な方法で達成しながらも、学習者が学習意欲を

保持できるような楽しい活動であるというのが理想だ。しかし、効率的なアクティビテ

ィーはあまり楽しいものではなく、逆に楽しいアクティビティーはあまり効率的ではな

いことが多い。 

 一方、グループ暗記法 （Group Memorization Method）は、効率的かつ、学習意欲を

大幅に高めるアクティビティーである。情報を長期記憶として保つために学習者の脳が

必要とする環境的刺激についての、根拠に基づいた妥当な科学的理論を基にしており、

1,000人以上の学習者が支持する非常に人気の高いアクティビティーとして、長年にわ

たり証明されている。本論文では、この学習法の理論的背景、具体的な実践方法、そし

て、期待される効果について述べている。 

 

 

 

ライトナー・メソッドの背景 

 
 情報を長期記憶として残すために不可欠とされる、特定の復習パターンがある

（Goodwin-Jones, 2010）。また、多くの研究者は、長期記憶を保つためには、情報を復

習する間隔を開けることを推奨している（Nakata, 2008; Nation, 2001; Schmitt & Schmitt, 

1995）。そのような間隔を開けた復習方法においては、「学習者は、新しい学習内容に

初めて触れた際、その直後に内容を復習し、それから徐々に復習の間隔をあけていくべ



きである」 (Schmitt & Schmitt, 1995, p. 136)とされており、この様な学習方法は、間隔反
復（spaced repetition）と呼ばれている。 

 さらに、より難しい内容を抜粋し、それ以外のより簡単な内容よりも先に、より頻繁

に復習することで、この学習方法を一段階進歩させることが可能である。 セバスチャ

ン・ライトナー（Sebastian Leitner）はその方法を開発し、この方法は現在、ライトナ

ー・メソッドと呼ばれている。 

 ライトナーは、フラッシュカードを用いた学習において、５つの箱を活用した。学習

者が正解した場合、正解したカードは元の箱から一つ上の箱に移される。不正解の場合

は元の箱に戻され、後に繰り返し学習される。正解したカードだけを一つ上の箱に移し

て行くという方法で、５つ全ての箱にカードをそれぞれ移動させ続け、すべてのカード

が５つ目の箱に入れられた際に、初めてその学習セッションが終了したと見なされる。  

 近年では、学習教材の開発者らがテクノロジーを屈指し、頻繁に復習する必要がある

内容を特定するための、現代版のライトナー・メソッドを構築している。中でも、スマ

ート・フォンのフラッシュカード・アプリは、学習者が教育目標をより効率的に達成で

きるよう、ライトナー・メソッドに基づいた複雑なアルゴリズムを使用している。また、

Rogers & Reid (2015) は、定型表現の学習では、Flashcards Deluxe というスマートフォ

ン・アプリを活用した場合の方が、書面上のリストを使って学習した場合に比べ、学習

効率が 39％高いということを明らかにしている。 

 Rogers & Reid (2015)が検証に用いた Flashcards Deluxeというアプリは、主に個人学習

での活用を対象としているが、そのような効率的なライトナー・メソッドの導入を、授

業内で行うことも可能である。さらに、学生同士が互いにコミュニケーションを図れる

授業環境を利用し、学生同士を楽しく競わせることにより、そのような学習方法を、学

生の学習意欲を高め、学生同士が互いに学べる非常に楽しい手段として活用できること

が明らかとなるだろう。それこそが、グループ暗記法がもたらす効果である。 

 

 

 

グループ暗記法（The GMM） 
 

概説 

 
 グループ暗記法は、日本の大学で外国語の指導を行う著者により、2009年に開発さ

れた。この学習法は、英語を第二言語として学ぶ約 1,000人の大学生ほか、大阪市教育

委員会所属の中学校・高校の外国語指導助手に対する指導の現場においても活用されて

いる。 

 この学習法は、様々な分野（歴史の授業で、年号や歴史的事件を学習する際など）で

導入することが可能だが、元来、外国語の語彙や定型表現を学ぶ手段として開発された

補助的なアクティビティーであり、文章を読む前の語彙の事前学習などと言った授業目

的への活用に理想的な学習法である。この学習法の成功の鍵は、学習者同士が楽しく競

い合うことと、反復作業や退屈さを避けるために様々な異なるアクティビティーを短時



間内に行うことである。さらに、この学習法のもう一つの強みは、習熟レベルを問わず、

大多数の学生がアクティビティーの目標を常に達成できることである。 

 

ステップ１ 

 
 １回の学習セッションは約 20分である。各学習セッションの最終目標は、学習対象

となるアイテムを自ら使いこなせるだけの知識を習得することである。まず、学生はフ

ラッシュカードに学習対象となる語彙またはフレーズを記入（ポケットサイズのリング

付きフラッシュカードが最も適している）。表面に対象アイテム（例：英単語）、裏面

に答え（例：単語の和訳）を記入する。理想的な学習量は、1セッションにつき、10ア

イテムである。学習アイテムの書き込みには通常、約 3分間費やすが、この単純な作業

がそれらのアイテムの約 20％の習得につながる。その後、学生同士でペアを組み、2分

間それらのアイテムについて互いに質問をし合う。 

 

ステップ２ 

 
 次に、学生達は 3人から 5人のグループに分かれる。各グループには、紙コップが一

つづつ与えられ、グループの中の一人が、新たに学習するアイテムと、復習用の 20の

学習済みアイテムが書かれたをカードを紙コップの中に入れる。その後、一人（学生 A）

が、紙コップ内からカードを一枚をとり、隣の学生（学生 B）にその単語の意味を質問

（L2－L1間の訳。日本人学生の場合には、英単語を見て、日本語訳を答える）。正解

した場合は、その学生（学生 B）は、正解したカードを獲得し、その後、コップを受け

取って、コップの中からカードを一枚取り出し、同じように隣の学生（学生 C）に質問

をする。 

 もし、その学生（学生 C）が解答できなかった場合、学生 Cの隣にいる学生（学生

D）にそのカードを“盗む”チャンスが与えられ、正解した場合、学生 Dはそのカード

を獲得することができる。 

 その後、学生 Cが紙コップを受け取り、中からカードを１枚取り出した後、学生 D

にもう一度質問を行う。正解であれば、学生 Dはさらにこのカードも獲得でき、コッ

プがグループ内を一周する間に学生 Dは 2枚のカードを取得したこととなる。このよ

うにして、正解数が多いほど、多くのカードを獲得することができ、ゲーム終了時に最

も多くのカードを獲得した学生が勝者となる。 

 グループの中の誰もが解答できなかったカードについては、そのカードを紙コップか

ら取り出した学生がグループ全員に答えを見せ、そのアイテムを再び学習できるよう、

カードをコップに戻す。このアクティビティーは本質的に、より難しいアイテムをより

回数多く学習するライトナー・メソッドを、グループ学習形式で行うものである。 

 学生らは第二言語から第一言語への学習を 4分間続け、その後、第一言語から第二言

語への学習を 4分間行う。通常、4分間の学習時間内に終了できる学習カード枚数は、

１グループ 30枚であるが、この場合、一人当たりの回答時間を約 5秒以内に制限する

ことが原則とされる。また、4分間の制限時間内に全てのカードを終了してしまった場



合、学生達は取得カード枚数を数え、カードを紙コップ内に全て戻したあと、4分間の

制限時間に達するまで再び学習を続けることができる。学習時間終了までに、総合で最

も多くのカードを獲得した学生が勝者となる。 

 教員は、“褒賞”として勝者の名札にハンコを押したり、学生名簿に印をつけるなど、

学習意欲を高める工夫を凝らすことができるが、その場合、他の学生の目に留まるよう

な方法を取り入れることにより（学生のネームカードの上にハンコや印を付けるなど）、

学生間で、他の学生に追いつきたい、同じように多くのハンコを獲得したいなどといっ

た競争心を高めめることができ、学習意欲をさらに促すことが可能となる。 

  

ステップ３ 

 
 グループ暗記法の最後のアクティビティーは、1対 1の対決である。教員は学生全員

に 2列に並ぶように指示し、自身は２列の最前列の間に立つ。教員はその後、カードを

ランダムに選び（第一言語）、最前列にいる学生 2人に質問をする。より早く正確に回

答（第二言語）した学生は座ることができ、回答できなかった学生は列の最後尾に移動

する。 

 学生は、答えが分かった場合「分かった！」などと言って、挙手をしても良いが、教

員が、実際にゲーム番組で使われているような早押しブザーや、タブレット用の早押し

ブザー・アプリなどを用意し、学生は早押し式にブザーを鳴らしてから回答することも

可能だ。 

 また、中には、答えが分からない場合でもとりあえずブザーをならし、ブザーを鳴ら

してから答えを考えるといった学生もいるだろう。このような“不正”により、対戦相

手の学生が答えられなくなるというような状況を防ぐため、「イエローカード」制度を

設けることもできる。ブザー鳴らした後、1秒以内に答えられなかった場合、学生には

イエローカードが渡され、列の最後尾に移動しなければならない。一方、対戦相手の学

生は相手がイエローカードを受け取ったことで解答権を得ることが可能だ。 

 イエローカードを所持している学生は、再び自分に回答順番が回ってきた際にイエロ

ーカードを返却する。しかし、イエローカードを受け取った学生は、次の問題の正解・

不正解に係わらず、回答後、再び列の最後尾に戻らなければならない。 

 この 1対 1の対決は、少人数クラス用に内容を変更することもできる。例えば、学生

は 1問ではなく、3問正解後に座ることができるなどとすることも可能だ。 

 このアクティビティーは、1対 1の対決ではあるが、参加している学生全員が、全て

の問題とその答えを聞くことができるため、基本的にクラス全体が同時に学習すること

ができる。そのため、マイクの使用が可能であれば、マイクを使用することが望ましい。 

教員はまた、列で並んでいる待ち時間中に復習ができるよう、学生にフラッシュカード

を持参するよう勧めるべきである。 

 

復習セッション 

 



 この学習方法では時折、特別な復習用のゲームも行うが、この復習用のゲームもまた、

グループ暗記法を活用した学習の一部で、通常、これらの復習用ゲームは 5回の学習セ

ッションを終えた後に行われる。  

 この復習用のゲームも 1対 1の対決方式で行われるが、この場合、教員対クラス全員

という構図で実施する（教員に代わり、学生一人を“教員役”として指名する）。この

ように役割を交代することで、学生に「教員に勝ちたい」という思いを与え、学生にと

ってゲームが非常に楽しいものとなる。 

 また、別のタイプの復習用ゲームもある。こちらは、クラス全体が起立した状態で教

員がランダムに学生を指名し、学習済みの内容をランダムに質問するというものである。

正解した学生は着席することができるが、正解できなかった場合は、その学生が着席で

きないというだけでなく、既に座っている他の学生全員も再び起立しなければならない。 

 着席している学生の数が多ければ多いほど、残りの学生にとってはプレッシャーとな

るため、この状況がワクワク感をもたらし、そのワクワク感は、最後の回答者への出題

の際にピークに達する。最後の回答者が正解した場合には、その場で授業を終了する、

あるいは、授業を早目に切り上げるなどといった形で、学生に“ご褒美”を与えること

もできる。 

 もう１タイプの復習用ゲームは、アメリカの人気クイズ番組「Family Feud」形式の

ゲームで、２チームが対戦し合う。２チーム（各グループ３～５人）ごとにクイズに参

加。各チームはそれぞれ一列に並び、その真ん中にアナウンサー役の教員が立ち、問題

を出題する。教員はこのゲームでも早押しブザーを使うことができるが、学生に、答え

が分かった場合は挙手をし「分かった！」などと声を上げるよう指示することもできる。 

 片方のチームのうちの１人が他のチームよりも先にブザーを押した場合、ブザーを押

した学生は解答権を得ることができるが、チームの他のメンバーから助言を得ることは

できない。また、ブザーを押す前にチーム内で会話をすることも禁じられている。正解

した場合、そのチームは１ポイントを獲得できる（３ポイント獲得でチーム全員が座る

ことができるなどといったルールを導入）。しかし、もし不正解であれば、相手チーム

に解答権が移るが、この場合、相手チームは回答前にチーム内で答えを話し合うことが

できる。 

 もし、相手チームも不正解の場合、最初のチームに回答権が戻るが、その場合、今度

は最初のチームも回答前に答えを話し合うことができる。最初のチームが再び不正解で

あった場合、両チームとも、列の最後尾に戻らなければならない。 

 この手法は、考える時間を多少必要とする問題を出題する場合に効果的であると思わ

れるが、L1－L2 間で単語の意味（訳）を答える問題ではあまり適さない。そのため、

このゲームには、既習の単語を使った空欄を埋める例文問題がふさわしいと言える。 

 例えば、教員が例文を読み上げるが、その中で、既習の学習対象アイテムは「なにな

に」という言葉に置き換え、問題の回答者である２チームは、それまでに学習した言葉

の中から、その文章に最も適した「なになに」に当てはまる単語を考えなければならな

い。 

 

 

効果 



 
 グループ暗記法は、情報を長期的に記憶しようとする場合に非常に効果的であると証

明されている。新規の内容を含まない復習セッションを時折行うことで、日本人大学生

は、1学期間に 170の新たなフレーズ（「in stark contrast with／～とは全く対照的に」

など）を習得することができ、第二言語を「使いこなせる知識」を習得しているか否か

判断するための最終試験では、83％の平均正解率を達成している。グループ暗記法はま

た、170語の語彙の「使いこなせる知識」の習得にも効果を発揮しており、第二言語を

「使いこなせる知識」を習得しているか否か判断するための最終試験では、86％の平均

正解率を達成している。 

 

 

学生主動のアクティビティー 
 

 グループ暗記法のもう一つの重要な側面は、アクティビティーが教員ではなく、

学生主動で行われるということだ。筆者は過去６年の間、この暗記法を授業内で活

用してきたが、同じ暗記法を学期中の毎回の授業で行ったにも関わらず、学生がア

クティビティーに飽き、興味を失うことは一度もなかった。 

 学生達はむしろ、時間が経過するにつれ、このアクティビティーをより楽しんで

いるようであった。授業の中では、学生達が楽しそうに笑い、難問を正答した時な

どには、拳を突き上げて叫んで喜んでいる様子を、ほぼ毎回のように頻繁に目にし

ている。 

 学生達がグループ内で互いに学び楽しんでいる間、教員は教室を歩き回り、学生

の様子を観察したり、アクティビティーに参加し、コップからカードを取り学生に

問題を出すこともできる。しかし、このグループ暗記法は、学生同士による自主学

習を促すことから、教員は、学生達が自らの主動でグループ学習を続けている間、

次のアクティビティーの準備などに時間を費やすことができる。 

 

 

継続的な高評価 

 
 著者が現在勤務する大学（学生数 12,000 人以上の外国語大学）では、全教員の

授業に対し、学生によるアンケート評価が行われる。アンケートでは、「教員は授

業開始間を厳守したか？」など、各教員の授業に関する様々な質問項目があるが、

その中でも、最後の質問項目（「この授業の総合評価はどのようなものですか？」）

が大学運営において、最も重要な質問である。 

 回答はリッカート尺度で、学生は「悪い」「あまり良くない」「どちらとも言え

ない」「良い」「非常に良い」の中から回答を選ぶことができる。大学運営部は

「良い」もしくは「非常に良い」の回答を肯定的な評価と見なし、教員達は「良い」

と「非常に良い」の平均点をもとに、学生達が良い授業だと納得する授業が行えた

かどうかを判断する。過去６年間、キャンパス内全体での肯定的評価の平均が



76％であったのに対して、著者は全ての授業において平均 93％の肯定的評価を受

けた。 

 また、学生達には、教員や自らが下した評価についてのコメントを書く機会も与

えられるが、グループ暗記法については、非常に高く評価するコメントが毎学期寄

せられている。このグループ暗記法を授業内で活用していることが、他の教員に比

べ、非常に高い評価を毎年継続的に受けているという事実につながっていることは

明らかである。（図１参照） 

 

 
図 1. キャンパス内平均と比較した著者の授業の学生総合評価 

 

 

結論 
 

 第二言語の習得は莫大な労力を要するため、語学指導者は、学習者が最も効率的

な方法で学習目標を達成できるよう、できる限り尽力すべきである。一方で、学習

者の学習意欲を喪失させないためにも、授業内で楽しいアクティビティーを行うこ

ともそれと同様に重要だ。 

 グループ暗記法は、言語学習者のモチベーションを維持、向上させるだけでなく、

科学的根拠に基づいた記憶についての理論を基にした授業内学習法としてその成果

が実証されており、教育目標を達成する上で非常に効率的であることが証明されて

いる。よって、効率的で楽しく学習できる語学学習法として、グループ暗記法の活

用を奨励する。 
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