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I はじめに

江 rCALL英誇集中Jの実施概要

I. はじめに

CALL (Cc泊料樹A描詰，tedLan邸時geLe田抽g)、

e~learnin耳、 WBT (Web Based Training)学習な

どと呼ばれる、いわゆるコンピュ』タとネットワ』

タを用いて英語教育を行っている大学は近年爆発的

に増えてお号 (Warschaueret 01. 2∞0)、このよう

な学習むATムやプログラムを正規英語授業科目と

して導入している大学も主替えつつある{例えば、片

栴2∞4;安井200:針。筆者岩君勤務する地方公立大学

は、 19豊富年から独自のネットワ}ク謹集中英語学習

プログラム (IETW)を開発・導入し、学然の英語

}J向上に大きな成果をあげてきているとともに、

CALL利用英語教育実践における先駆者的な役割を

呆たしている。

ill.調盗1

lV.調査2

v.おわりに

本稿マ述べるCALL利用によるネットワーク型集

中英語プログラム (IETW)は、 1盟告書年から2002年

にかけて授業外?の受講希望者告募号、実験的に実

施したところ、受講の前後で受験させたTOEICに

大幅な伸びがみられ、プログラムが英語力の向上に

効果的であることが明らかになった(青木・渡辺京別;

渡辺・青木2001;青木・渡辺筑治的。この数年聞の課

外プログラムとしての実績を踏まえ、双)()2年度から

は、このプログラムが正規の英語カワキュラムに緩

み込まれ、文系学部では1年主主対象の必修科目とし

て rCALL英語集中J(半期11単位)が、現系学部と

~術系学部では1年生対象の選択科目として rCALL

英誇総合IJ(前期i単位)および rCALL夜詩総合nJ

キーワード.，英語教育、 CAlL.TOElC、リーヂイング、 ')Aニング、文法、学習待問、教材消化率
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{後期l単位)が実施されることとなった。プログ

ラムの正規授業としての実施に当たっては、英語

学習に対するそチベ』ションが高い学生iまか号が

受講するとは限らない授業での受講において、モ

チベ}シ鵠ンの高い学生が自主的に受講した課外

プログラムと同様の学習効巣がみられるのかどう

かが懸念されたが、課外プログラムに近い学習効

果が符られることが判明した(渡辺2003)ロさらに、

文系学部1年生については、半期 1単位(前期ま

たは後期のいずれかで履修)の必修科目として

2002年度と2003年度の 2年間実施寄れたが、 2004

年度からは、 iCALl英語総合Jと同様に、 iCAl.L 

英詩集中1J (前期1単位〉と iCAl.L:!正議集中誼J
(後期 1単位)の計2単位の必修科目として実施

されることとなった。

そして、 2003年(平成15~手)にこのプログラム

を核とした英誇教育改革計額が、文部科学省の平

成15年度「特色ある大学教育支援プログラムJに

選定されたことを契機に、初07年度(平成1吉年度)

に大幅な英語カリキュラム改革が実施され、この

プログラムを利用した授業務局も改編されること

となゥた。具体的には、それまで理系学部と芸術

系学部の選択科目であった iCALL英語稔合1.誼J
が廃止dれ、文系学部のみが必修で履修していた

iCALL英語集中 I 剛 nJが3学部1年窓会員の

必修科目となったのである。本務は、このように

3学部 1年生全員の必修科目となった iCALL英

詩集中ト IIJの初年度 (2007年度)の実施と結

果について報告するものであるが、特に、これま

での授業実践で明らかになった次の 2点の課題を

検誕しながら議論を進めることとする。

一つ自の課題は、文系学部所属の学生に比べ、

理系学部および芸争奪系学部の学生の学習効果が全

体として期待したほど上がっていない点、である。

確かに、入学時の英議カも高く、英詩学瞥に対す

るそチベ-;:-弱ンも高い文系学部の学生によむべ、

理系学部、芸術系学部の学生はもともとの英諮カ

も低〈、英語学習に対するそチベ}ションもさほ

ど高くない。実際に彼らの受講中の学習記録をみ

てみると、文系学害容の学生に比べ、プログラムへ

の平均ログイン回数は少なし教材の平均消化率

も低くなっている。したがって、文系学部の学生

には学轡効巣の高いプログラムであるにもかかわ

らず、理系学部および芸術系学部の学生に対する

学習効巣が小さいのはなぜか、その原因を探晶こ

とが一つRの研究H的である。具体的には、その

原因が学習者に起関するものなのか、それともプ

ログラム自体に学習効果がkがらないような原因

があるのかを探る。

三つ自の議題i立、同プログラムを前期と後期の

三期連続で受講させた場合、後期の伸びが緩めて

小さいという点である o 2004年度からは、それま

で前期または後期の 1単位科Bとして開講杏れて

いた iCALL英語集中jが、前期 1単佼、後期 1

単位の言:t2単位科目として隠講されるようになった。

当初、プログラムをI回受講しただけで平均1自札点

程度スコアが伸びるのであるから、書官・後期連続

して受講させれば、その合計の仲ぴはかな号大き

くなるものと予想した。しかし実際には、前期の

伸びは過去のプログラムの実施による結果とさほ

ど差はなく、 iCALL英諮集中jの仲ぴが君。点強、

iCA工L英語競合Jの伸ぴが30点弱であったものの、

後期の伸びは、 iC況』英語集中Jで20.点弱、 iC瓜 L

英語総合jではマイナ;<;1点という予想外の結果で

あった。つまり、前・後期連続して受講させても、

後期は伸びが著しく小さいという結果が出た(渡

辺200針。この結果は、 2005年度についても同様

であり、前郊の伸びは大きいが、後期については

伸びが著しく下がることが持波書れた。渡辺(笈'1J1J

では、後期の学習パフオ-7ンス(ログイン回数、

教材消化率など)が前期に比べて下がるという点

にその原測を求めようとしたa しかし、前期に比

べて学習パフォーマンスが良くなかったとはいえ、

それはあくまでも前期と後期を比較した場合のこ

とであ号、後期の学習パフオ}マンJえが著しく劣

っていたわけではない。前期とは見劣りするものの、

かなりの学習をしているにもかかわらず、後期の

伸びが緩めて小きかったり、マイナスになるなど、

学習の効果がほとんど現れないのはあまり合点が

いかない。したがって、後期に伸びない点について、

学習パフォーマンス以外の原闘を採ることがてつ

日の研究目的であるロ

氏 rCALL英語集中jの実施概襲

iCALL英語集中」は、課外プログラムと同様、

言語学センタ』のコンピュ-~を賭い、英語普のリ』

デイング、リスニング、文法を集中的に訓練する
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授業である。その授業形態は通常の英語科目とは

大きく異なる。最大の特徴i主、教簡が救護で選1

回授業をするのマはなく、履修者は指定書れた期

間中(約宮週間)自分の都合のよい時間に、ネッ

トワ』クを通じて配信される教材を、コンピュ』

?の指示にしたがって自分のベ/えで学習してい

くという点である。 rCALL英語集中Jの年間授

業スケジュールを表1に示しておく。

議 rCALL英語集中jの授業スケジューJLt

入学式翌日 前期事前TOEICの実施

4月初旬 前期授業説明会の笑脳

4月下旬~7月上旬 前期学習期間(約宮混関)

7月中旬 前期事後TOEICの笑施

10月初旬 後期授業説境会の実施

10月初旬-12月初旬 後期学習期間(約9週間)

12月中旬 後期事後TOEIC実施

{詮) 7月中匂の前綴事後TOEICは、後期授業の挙前TOEICの役割も果たすα

三つ自の特徴は、授業で提供dれる課題の消化

率と学習前と学習後に受験させるTOEICIPの仲

ぴを評儲の基準にするJ主であるa 具体的には、授

業の中で諜されるワーデイング、ワスニング、文

法の教材の消化率と、事前ー挙後で受験する

TOEICスコアの伸びにもとづいて成績評価がな

1きれる。ただし、教材消化率が50%未満の課題が

一つでもあれば、事後TOEICの受験が許可iきれず、
したがって単位も出ない。

授業主思議教員は、必要に応じて受講者の学習デ}

タを取り出して検討し、問題のある受講者にはメ

-}レ・呼ぴliIし等で助言や指導を与える。また、

プログラム専用の電子メールシステムを設けるこ

とによ号、受講者からの質問を受けた号、学習上

の悩みや不満に対応している。

プログラムでのリ}デイング、ワスニング、

文法の学事事内符および学腎方法は表記のとお号

である。

各履修者の学習に践するさまざまなデ}タは、

プログラム専用のサーバーに刻々と記録される。

表 2:学糧費方法と内容

1)-ヂイング 長さ 300~600ワ}ドの英文を読み、 4 択式の内容理解関越に

解答する。内容理解問題の正解率が70%未満の場合、英文を

もう一度読み、内容理解問題に解答しなければならない。解

害事後i土、英文の日本語訳が提示きれ品。

リ兄ニング TOEIC形式のlJ;<;ニング問題を学習。誤答の場合、もう一度

海題背戸を開いて解答しなければならない。解君事後にはスタ

リブトと日本語訳語者援示寄れ、問題音声を何度でも聞き直す

ことができる。

文法穴埋め TOEIC形式の文法穴埋め問題を学轡。誤答の場合、もうー度

問題に解答しなければならない。解答後には日本語訳や解説

が提示きれる。

課題数:部

(各英文に畠~

10問の内容浬

鮮問題}

課題数;

1醐問

課題数:

8∞問
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遊園鋼査1

し聞査の方法と対撤

調査1は、一つRの研究目的に対応するもので、

文系学部の学生には格対的に学習効果の高いプロ

グラムであるにもかかわらず、理系学部および芸

術系学部の学生に対する学習効果が小さいのはな

ぜか、その原図を受講中の学習記録から採ろうと

するものである。兵体的には、文系学部の学生は、

英語学脅に対するそチベ』ションが高いため、多

くの学生が受講中に熱心に学習しているが、理系

学部および芸術系学部の学生については、多くの

学生があま号熱心に学習をしていないため、全体

的に学習効果が小きくなっているのではなかろうか?

逆に言えば、文系学部の学生であっても、熱心に

やっていない学生の学習効果は(伸び)は小きく、

理系学部や芸術系学部の学ヰ‘であっても、熱心に

やっている学生の学習効果(伸ぴ}は大きいので

はないだろうか?この点を採るの語調査1である。

これまで学習が熱心に行われたかどうかの指標

として、教材の消化選容を賂いることが多かった。

しかし、渡辺 (2∞品)で指摘されているように、

たとえ教材消化率が同じでも、その学習に費やし

た学習時間は受講者によ号大きな差がある。単位

習得の条件として、最低教材消化率としてのノル

?が課されているため、ほとんどの受講者がノル

マ以上の消化率は達成している。しかしながら、

その中には島つムつの教材を時間をかけて熱心に

学習した受講者もいれば、 「クリック&ゴーJを

繰号返して、ほとんど学務らしい学習を行ってい

るとは考えられない受講者もいると推測されるため、

教材消化率だけを熱心度の指標にするのは不十分

であろう。したがって、本調査では、教材消化率

と学習時間の両方をクロス集計して分析し、

TOEICの伸びでみた学習効果にどのような影響が

あるのかを採る。講義対象としたのは、 rCALL 

英語集中jを前・後期とも受講するとともに、 4月、

7月、 12月の計3回のTOEICをすべて受験した 3学

部 1年次の学生380名である。学部別でみると、文

系学部102名、道系学部1宮島名、芸術系学部80名と

なっている。

1 調査1の結果と考察

表3は、分析対象となった学生全員のTOEIC総

合スコアの推移を示したものである。前期は平均

で54.5点の伸びがみられ、かなりの学習成呆が上が

っていると考えられる。後期についてはスコアの

向tがまったくみられず、最終的に通年では37.3点

の伸びを達成する結果となった。後期に伸びがみ

られず、逆に前期の事後で逮成したスコアをド潤

った点については、下の調査2で再度議論するこ

とにするが、熱心に学習警した受講者もそうでない

受講者も含めた、会学部 I年生の平均で40点近い

伸びを達成できたことは、まずまずの学轡成主義が

上がったと考えてもよいであろう。

次に、受講者の学習時間と教材消化率について

検討する。この場合の「学習時間」とは、単に問

題の解答に聖書した時間を意味しているわけではない。

ワーディング学習では、日本意書訳を確認する画面や、

ワ}デイング学習ででてきた語棄を学習するE重面

も用意されているロリスニング学轡では、問題音

声を聞き直すためのボタン、スクリブト平日本語

訳を確認する底部も用意されている。文法学轡で

は各問の文法解説を読む商隈もある。このような

画面で磯言草した事復脅したりした時間もここ?の f学
習時間jに含まれる。

表3:受講者全員のTOEIC総合スコア平均の推移

4Jl 7月 12月 書官郊の伸び 後期グパ申ぴ 通年時伸び
(Tl) (T2) (T3) (T2-TI) (T3-T2) (T3-Tl) 

平均 352.9 407.4 3宮0.2 54.5 -17.2 37.3 
(SD) (103.1) (lお.3) (133.7) (69.0) (時君。4) (752) 

(注)TI孟TOEIC韓合スコアの意味で、 Tlはl回目 (4月)昭スコア、 T2は2図日 (7月)のスコア、 T31立3岡目 (12月)の
スコアを表す。 T2-TIは2脳H町スコアからl闘目的スコアを引いた数億、 T3-T2は3闘自町スコアから2幽113のスコアを引いた
数舗、 TまTlは3a重自のスコアから1回E申スコアを引いた数鍍を表す。 SDは標準編護を意味する。以下同じa
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表4で示すとおり、学習時間も教材消化率も後

期よりも前期のほうが数字が高くなっている。前

期は大学に入学したばかりでやる気にあふれでおり、

また、ほとんどの受講者がコンピュータを利用し

たこのようなプログラムを受講するのは初めての

表4:受講者全員の学習時間と教材消化率の平均

学習時間(時間)

経験であるため、意欲的に学習に取り組めたのか

もしれないが、後期は大学生活やプログラムにも

慣れ、前期のような学習意欲を維持することが難

しかったものと考えられる。

教材消化率(%)

前期 後期
前後期 前期 後期

前後期
平均 平均

平均 21.9 17.5 19.7 82.7 69.6 76.2 
(SD) (12.3) (12.8) (12ω (17.6) (15.7) (14.4) 

次に、 TOEICスコア、学習時間、教材消化率が

3学部でどのように異なるのかを検討する。表5は、

TOEIC総合スコアの推移と伸びを学部別に示した

ものである。前期については、どの学部もかなり

スコアを伸ばしているが、入学時から相対的に英

語力が高〈、英語学習に対するモチベーションの

高い文系学部がやはり一番大きくスコアを伸ばし

ている。後期については、スコアを大きく伸ばし

ている学部はなく、文系学部が若干スコアを伸ば

表 5:学部別のTOEIC総合スコアの推移と伸び

学部

文系

理系

芸術系

600 

500 

400 

300 

200 

4月 7月
人数

(Tl) (T2) 

102 
平均 469.7 53由4
(SD) (89.2) (1∞0) 

198 
平均 315.9 371.1 
(SD) (65.9) (85.7) 

初
平均 295.4 328.8 
(SD) (75.1) (98.6) 

539.4 
469.7 545.3 

371.1 

315.9 339.6 

295.4 328.8 317.4 

4月 7月 12月

|ー・』文系 ー・ー理系 .......芸締系

図学部別TOEIC総合スコアの推移

しているものの、理系学部と芸術学部は前期終了

時に比べてスコアを落としており、特に理系学部

のスコア下落が著しかった。この点については調

査 2でもう一度議論する o 結果的に、通年では文

系学部の伸ぴは75.7点、理系学部の伸ぴは23.7点、

芸術系学部の伸ぴは22.1点であり、文系学部の伸ぴ

平均はほぼ期待どおりのものであったが、理系学

部および芸術系学部の伸びは低いものであった。

12月
前期の 後期の 通年の
伸ぴ 伸ぴ 伸ぴ

(T3) 
(T2-Tl) (T3-T2) (T3-Tl) 

545.3 69.7 邑且 75.7 
002.4) (74.6) (76.2) (72.7) 

339.6 55.2 -31.5 23.7 
(8才'.1) (67.6) (臼.8) (71.7) 

317.4 33.4 -11.3 22.1 
(103.1) (59.6) (筋，.5) (70.1) 
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それではここで、それぞれの学部が受講中にど

のような学習を行ってきたのか、すなわち、どの

程度熱心に学欝膏行ったのかを、受講中の学習時

間と教材滑化率のデ}タから検討する。表6I立、

各学郊の受講中の学習時間の合計と教材消化率 (1)

}ディング、リスニング、文法教材の消化簿平均)

を前期、後期、通年で訴したものである。スコア

を大きく伸ばしていた文系学部は、理系学部およ

び芸術系学部と比べて学習時間が長し前期では

表 6:学部別の学習時間と教材消化率

2倍近く、後期では 2倍以上の時間を費やして学

習しているc 教材消化惑についても、理系学部お

よび芸術系学部に比べ、文系学害容が前期、後期と

もに高い消化率を残している。やは号、大きくス

コアを伸ばしていた学部は、熱心に学習を行って

おり、それが学轡効巣として現れていると考えら

れる。つまり、熱心にやった者は伸ぴ、そうでな

い者はあまり伸びないという、ごく当たり前のこ

とがデーIyとして裏付けられた結果となった。

学習時間(時間) 教材羽化率(%)
学部 人数

書官潮 後期

文系 102 
平均 33.7 2君。
(SD) (12.4) (16.2) 

理系 1型8
平均 17.2 12.6 
(SD) (且1) (6.7) 

芸術系 畠。
平均 18.3 14.7 
(呂日) (1世盟) (9.8) 

以上は各学部を全体として検討したものであ号、

学部全体の傾向としては、文系学部は全体として

熱心に学習に取り組み、学費効果も大きかったが、

理系学部と芸術系学部は、文系学部と比べるとあ

ま号熱心とはいえず、学習効果も小さいという結

楽になっていた。しかし、これらの結巣は学部の

乎均でみた場合であり、各学部の中の熱心な受講

者もそうでない受講者もすべてを含めた平均の数

字である。比較的熱心な文系学部の中にも、あま

り熱心に取り組まなかった受講者もいるであろうし、

理系学部や芸術系学部の中にも非常に熱心に学習

した受講者もいると思われるc そこで以下では、

受講中の学習時間と教坊消化率をクロス集計し、

学習時間も教始前牌も上位群に属するグ1ト プ (A

群)、学轡時間は t佼君事に廃するが、教材消化惑

は下位群に属するグル}ブ(盗事事)、学習時間は下

位君事に属するが、教材消化率は上位群に属するグ

Jレーブ (C群)、学習時間も教材務化率も下位群に

属するグループ (D群}の 4つの鮮に分け、それ

ぞれの群のTOEICデ}タを調重量することとした。

上位と下位の線引きをどこにするかは重量しい問題

であるが、今回i立、前・後期の平均学習時聞が20

時間以上を上位群、却時間未満を下位群、前・後

遜年平均 前期 後期 遜年平均

31.4 94.4 7品A 皐5.4
(13.5) (10.4) (1邑4) (11.7) 

14.9 80.8 68.8 74.8 
(6.8) (18.2) (15.2) (13.9) 

1邑5 72.6 62.8 67.7 
{盟型) (15.0) (11.8) (12.0) 

期の平均教材消化率が80%以上告上位群、 80%未

満を下位群として集計した。

A群は多くの時間をかけ、教材も数多く学習し

ている最も熱心に学習したグル]プである。 B群は

学習時間はかな埋かけているが、教材消化率が低

いグループである。一つ一つの問題に解答するの

に時間がかかったというよりもむしろ、各問題へ

の解答後、日本諾言誌を確認したり、問題音声を開

き直したり、解訟を議んだりすることにより、結

果として学習時間が築くなったと考えられる。つ

ま号、教材の消化は少ないものの、一つ一つの教

材を時聞をかけて丁寧に学習したと考えることが

できる。いずれにしても、このA群とB群は栂対的

に f熱心な受講者グル}ブ」と考えてよいだろう。

これに対し、 C若手は、一見したところ教材はたくさ

ん消化しているように見えるが、学習時間はかけ

ていないグループであり、 ゐつ恥つの教材をいい

力n減にしかやっていない、いわゆる「クリッタ&ゴ

ーJ受講者が属するグループであると震える。 D群

は教材、もあまり消化しておらず、学習時間もかけ

ていないグル』プで、学習最も学習時間も少ない

グル}プである。 C群とD群は将対的に「不熱心な

受講者グル}プ」と分類できる。
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表?と表 81立、文系学部をA-Dの4群に分類

したデ-?である。まず学習時院をみてみると、

学部企体としては熱心な学習者である文系学部の

中でも、群によ哲学習時間に大きな差があること

がわかる。前後期の平均学習時跨でみると、 A群

はC若手の 2倍以上、 D若手の約 3僚の学習時隠を確

保している。 B群もC群の1.5倍、 D群の2倍以上の

時間を学習にかけている包 ‘番熱心に学習に耳立ち

組んだと考えられるA群に属す品人数が非常に多く、

ω%以上がA群に属している。 B若手と合わせると、

「熱心な受講者グル}プJに分類できる者が80%

を超えている。これに対し、 「不熱心グル』プJ
であるC群、 D群に属する人数は非常に少ない。

表7:;文系学部の学習時間と教材消化率

このように、熱心に取型経んだ受講者が大多数で

あることが、この文系学部全体の学習効果が高く

なった大事な要殴であろう。前期のTOEICの伸び

(T2-T1)は、 「熱心グループjが f不熱心グル

」プ」を上回っており、通年のTOEICの伸ぴ (T3

-Tl)についても、一番熱心にやっているA群の

仲ぴが一番大きし次いでB群、 C群、 D群の煩に

なってい品。したがって、文系学部内を熱心にや

った人と熱心にやっていない人を分けて類べてみ

ると、熱心にやった人ほど伸ぴが大きく、t'ちら

かといえば熱心にやっていなかった人は伸びが相

対的に小きくなることが分かつた。

人数 学習時街(時間) 教材消化率(%)
群

(%) 前真喜 後期 前後期平均 前期 後期 前後期平均

A群
65 平均 37.6 3晶3 36.9 世'8.8 94.7 91.8 

(釘7) (SD) (10.9) (16.1) (12.3) (3.6) (132) (7.1) 

B群
20 平均 35.1 21.0 28.0 獄。 57.7 73.4 

(1虫五) (SD) (9.6) (6.9) (7.4) (10.4) (42) (6.0) 

C群
昌 平均 21.5 11.8 l邑7 由7.1 79.4 畠畠2

(5.9) (SD) (3.4) (1.5) (1.7) (5.8) (13.6) (5.9) 

D群 11 平均 15.0 10.1 12.6 76.5 59.5 68.0 
(10.8) (SD) (4.5) (3.5) (2.6) (14.5) (7.4) 処罰}

8::文系学部のTO日C総合スコアの推移

人数
4fJ 7月 12月 前期 後期 通年

群 TOEIC TOEIC TOEIC f申ぴ 伸び {帯び
(%) 

(T1) (T2) (T3) (T2トT1) (T3-T2) (T3-TI) 

A群
65 平均 479.8 説刃'.7 5品1.3 70;世 10.6 81.5 

(釘7) (SD) (92.0) (1∞5) (101.6) (76畠) (品8.7) (702) 

B群
20 平均 必息.8 524.8 5鈎畠 76.0 -4.0 72.0 

(1虫五) (SD) (67.7) (94.5) (100，宮) (752) (82.5) (80.0) 

C群
昌 平均 469.2 530畠 5342 品1.7 3.3 昌5.0

(5.9) (SD) (由自白3) (蜘) 協力 (47.7) (32.1) (44.1) 

D群 11 平均 448.2 503.6 501.8 55.5 -1.8 53.6 
(10.8) (SD) (87.0) (骨'2.0) (90.3) (邸時2) (10事.7) (77.1) 
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表盟と表10は理系学部の 4群のデ』タである。

文系学部とは異な号、 「熱心グループ」に属する

人数が少なく、 A君事とB群を合わせて20%弱しか

いなし'080%以 kの受講者がC群またはD群の「不

熱心グループ」に属しており、多くの受講者が熱

心に耳記号毒症まなかったことが分かる。このことが、

遊糸学部会体のTOEICの伸びが小さく、学習効果

を小さくしてしまった原図であろう。前期の

TOEICの伸ぴ (T2-Tl)を見てみると、 「熱心

グル』プjであるA群とB若手と「不熱心グル』ヅJ
C群とD群の閣に大きな羨があることが分かる。

音大きく上回っている。特に、 A群のi重主fの伸び

(7畠畠点)は非常に大きく、文系学害容のA群の伸

び(畠1.5点)に近い伸びを示していた。また、 C

群に注目すると、教材消化惑はA群に匹敵するほ

ど高いが、学習持閣はA群の約半分となっている。

i? 1)ッタ&ゴーJを繰母返すなどのいい加減な

学習を行ったグル}プであったことが推測できる。

学部全体としては熱心だったはいえない理系学

部の中を、熱心にやった人と熱心にやっていない

人を分けて調べてみると、やはり熱心にやった人

ほど伸びが大きく、どちらかといえば熱心にやっ

通年でのTOEICの伸び (T3-Tl)についても、 f熱 ていなかった人は伸びが小さいことが、ここでも

心グル}プjの伸びが「不熱心グループJの伸び 改めて鳴らかになった。

表盟:理系学部の学習時間と教材消化率

人数 学習時街(時間) 教材消化率(%)
群

(%) 前真喜 後期 前後期平均 前期 後期 前後期平均

A群
25 平均 29.1 242 26.7 世晶君 86.4 日12.7

(12.6) (SD) (6.0) (6.7) (5.3) (3.0) (12且) (邑自}

B群
14 平均 29.6 1事2 24.4 77JJ 5宮。息 68.8 
(7.1) (SD) (6.1) (5.3) (3盟) (17盟) (宮1) {型信)

C群
44 平均 15.1 11.1 13.1 由7.3 畠1.7 89.5 

(222) (SD) (5.4) (3.3) (3.7) (6.4) (12.3) (6ι3) 

D群 115 平均 14.0 9.世 11.9 70;事 612 66.0 
{弱1) (SD) (5.3) (4.0) (3君) (15.5) {宮雪) (君。

1自:理系学部のTOEIC総合スコアの推移

人数
4fJ 7月 12月 前期 後期 通年

群 TOEIC TOEIC TOEIC f申ぴ 伸び {帯び
(%) (Tl) (T2) (T3) (T2トT1) (T3-T2) (T3-Tll 

A群
25 平均 316.8 必72 395.6 世0.4 一11.6 78.8 

(12.6) (SD) (67.9) (的2) (92.9) (品5.5) (4邑9) {自吉島)

B群
14 平均 323.6 406.4 356.4 82;世 -50.0 32.9 
(7.1) (SD) (63.3) (且5盟) (89.3) (55.6) (49.2) (68.6) 

C群
44 平均 312.4 352.4 324.9 40.0 -27.5 12.5 

(222) (SD) (57.1) (71.事) (78.3) (品4.1) (自2且) (70.3) 

D群 115 平均 316.1 3部.1 331.0 50.0 -35.1 14.9 
{弱1) (SD) (68.8) (且3.8) (且3.6) (品，7.1) (信7品) (67も3)
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最後に、表11と表12は主主術系学部の結巣である。

理系学部と同様に、 「熱心グル}プ」に属する人

数が少なし A群とB群を合わせて25%しかいない。

75%以 tの受講者が「不熱心グル}プjに属して

お号、多くの受講者が熱心に取号組まなかったこ

とが、芸術系学部全体の学轡効果を小さくしてし

まった煤凶であることが分かる。遜年のTOEIC

の伸び (T3-Tl)については、 「熱心グループjの

重量11:釜術系学部の学習時間と教材消化率

A群とB童手の伸びがやはり「不熱心グル』ブjの

C群とD群の伸びを上iロ!っている。理系学部と河

様に、学部余体としては熱心だったはいえない芸

術系学部の中を、熱心にやった人と熱心にやって

いない人を分けて調べてみると、やは号熱心にや

った人ほど伸びが大きく、どちらかといえば熱心

にやっていなかった人は伸びが小きいという結果

であった。

人数 学習時間(時間) 教荷消化率作品)
群 (%) 前期 後期

A群
呂 平均 35.5 332 

(10.0) (SD) (邑6) (13.3) 

B群
12 平均 31.7 23.7 

(1思思) (SD) {昌5) (6.1) 

C若手
5 平均 13.0 9.8 

(長3) (SD) (6.8) (4.0) 

D君事
55 屯F均 13.4 10品

(磁器) (SD) (5.6) (4.3) 

議12:芸術系学部のTOEIC総合スコアの推移

人数
4}j 7Ji 

群 TOEIC TOEIC 
(%) 

(Tl) (T2) 

A群
8 平均 318.8 372.5 

(10，0) (SD) (53.0) (且3，8)

B群
12 平均 311.3 泌総

(15，0) (SD) (60，6) (58，6) 

C華字
5 平均 3040 2型的

伝説 (SD) (62，2) (53，4) 

D群 55 平均 287，7 316.5 
(5皐且) (SD) (80，2) (105骨)

以 kの分析から明らかになったことは、まず、

全学部 1年生が必修科目として履修することにな

った iCALL英語集中Jは、通年の受議により、

まずまずの学習効果を上げることができるという

点である。ネットワ』タ型集中英語学習プログラ

ムが、正規カリキュラムに導入されることになっ

た際に最も懸念きれたことは、英言語学習に関心の

高い学生が自主的に受講する課外での実践と隠様

前後期平均 前期 後期 前後期平均

34.4 哲7.3 呂3時 9自5
(10.6) (42) (11.6) (7.1) 

27.7 73呈 5宮畠 8邑g
{品五) (11品) (8.5) (8.0) 

11.4 品，7.8 83.0 自5.4
(4.5) (7.8) (13.1) (3，9) 

12，0 67.4 58，6 品3，0
(4，4) (12.3) (5，6) (7，7) 

12月 吉右期 後期 滋年
TOEIC 伸び 伸び 伸び
(T3) (T2-Tl) (T3-T2) (T3-T1) 

ぉω 53.8 -5.6 48.1 
織的 (品1.4) (16.1) (61.6) 

347.5 58.3 -22.1 36，3 
(78.1) (51.3) (83.3) (51.3) 

259自 -9，0 -3邑0 -45，0 
(69，6) (24，8) (42，8) (58.4) 

30立命 28.8 “7.5 21.3 
(107宮) (品。1) (鎚，.5) (71.9) 

の学習効果がみられるのかということであったが、

今回は 1年生会員の必修科目となったことで、こ

の点がよりー層の懸念材料であった。というのも、

理系学部と芸術系学部の学生の多くが、英語を得

Zまとしておらず、英誇学習に意欲的でないからで

ある。しかし、今lfilこのような結果が出たことで、

1年生の英語カ底上げに一定の成果があったこと

が分かつた。
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また、学習成条を学部別に検討してみると、や

は事文系学部の学習時間と教材滑化率は、理系学

部と芸術系学部よ哲もはるかに大きしそれだけ

学習効呆も大きくなっていることがわかった。さ

らに、各学部の受講者を、学習待問と教材消化率

により分類してみると、文系学部に比べ、理系学

部や芸術系学部は熱心な学習を行っている受講者

の割合が非常に小さし遂に、不熱心な学習を行

っている受講者の割合が非常に高かった匂このこ

とが理系学部と3芸術系学部の全体的な学務効主義を

引書下げていることが判明した。王理系学部と芸術

系学部に所属していても、学轡時間と教材消化率

においてよ型高い数字を残し、熱心に学習してい

たと思われる受講者の学習効果は、不熱心な受講

者よ唱もはるかに高く、熱心な学習さえ行われれ

ば、学習効果は上がることも明らかになった。つ

ま号、学習効果が期待したほど kがらない場合、

プログラムを利用する学習者の学習態度も学習効

果を左右する大きな要因であることが明らかにな

ったのであるG この点;が明らかになったのは非常

に重姿である。このようなネットワ』タ塑プログ

ラムを導入して学習成呆が上がらない場合、プロ

グラムの実施者はプログラムや教材に問題がある

と考え、いたずらにプログラムや教材の改良や改

畿を繰り返してしまう傾向があるが、学習者の学

習怒度に問題を抱えたままプログラムや教材の改

善を線型返しても問題は解決しないからである。

今後は、このように学習態度に問題のある学轡

者、すなわち、真剣な学習を行わない学習者を、

どのようにして真剣な学務を行う学習者に変えて

いくか、そして、学部全体として、また学年全体

として、真剣に学脅する学生の人数をどのよ号に

増やしていくかが課題となるであろう。それと問

符に、理系学部と芸術系学部の学生の多くがこの

ように不熱心な学習態度に陥ってしまう根本原闘

を調べ、学習態度改善のための方策を採ることも

重要である。文系学部の学生とは異なり、理系・

芸術系学部の学生が熱心に取り組めない掴有の理

由が、ヅ口グラムや教材、彼らを取り巻く学脅環

境、他の履修科目との関係などにあるのかもしれ

ない。また、これらの点告、学習時間や教材消化

事以外の学習デ-?の分析やアンケート調査を通

じて明らかにする必裂があるだろう。

N剛関査2

1.閥査の方法と対象

調査2は、二つ日の研究目的に対応するもので、

後期の伸びがIJ、きい原因を探ろうとするものであ

る。後期が伸びない原闘は、竹蓋・水光 (2∞5)

が指摘する前期と後期の関の学習休止(夏休鍛)

の影響が大きし前郊の2ヶ月間で恥生懸命頑張

って英語7Jをあげても、 3ヶ月間の学習休止によ

号英語力が下が号、後期の2ヶ月の学容は、それ

を前期終了時の状態に戻すので精一杯であり、そ

れ以上に伸ばすことができなかったのではないか

という仮説を検証しようとするものである。具体

的には、通倒、前期受番号機始前の4丹、前期受講

終了直後の7月、後期受講直後の12月の計3回しか

実施しないTOEICrAトを、夏休暇明けの10月
初旬にも追加で実施することにより、議長章受講終

了時 (7月)のスコアと比較し、学習休止がスコ

アにどの程度彩轡を与えるのかを競べること、ま

た、後期の受講前10月のスコアと後期受講後 (12

月)のスコアを比較し、後期の「純粋な学轡効栄J
を検誕することである。なお、 4月、 7月、 12月の

TOEIC受験料は学生の自己負担であるが、 10月
の受験料は研究費から支出した。

議議対象としたのは、 3学部の中で英語学習に

対するモチベ]ションが最も高い文系学部に所属

する学生で、 rCALL英語集中」を前・後期とも

受講するとともに、 4月、 7月、 10月、 12月の計4

問のTOEICをすべて受験した102名の学生である。

3学部の 1年生全員を調査対象にするのが理想的

であったが、研究費の予算的な制約があったため、

1∞名稼度分の受験料しか支出できなかったことと、

英語学習に対するモチベ一台ヨンの低い学部に受

験協力者求めても、真面白に受験してくれない可

能性があったため、文系学部に所属する学生のみ

を調査の対象とした。

2.調査2の結果と考察

表13と襲警2は、 4月、 7丹、 1日月、 12月に実施し

たTOEIC総合スコア (T)の結果を伸ぴとともに

示したものである。官官綴受講書官に469.7点であった

スコア(Tl)が、前期受講後には53自.4点 (T2)

になり、約7自点向上していた (T2-Tl)。しかし、

夏休畷をはさんだ10月初旬のスコアは498.7点に
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落ち(T3)、 40点以上も低下していた (T3-T2)。

後期受講後のスコアは回復し、 10月の後期受講前

と比べると46.7点伸ぴて (T4-T3)、545.3点にな

っていた (T4)。

総合スコアはリスニングパートのスコアとリー

ディングパートのスコアを合計したものであるが、

スコアをリスニングとリーデイングに分けてみても、

表 13:TOEIC総合スコアの推移と伸び

4月 7月 10月 12月
(Tl) (T2) (T3) (T4) 

平均 469.7 539.4 498.7 545.3 
(SD) (89.2) (100.ω (101.7) (102.4) 

総合スコアと同様の傾向がみられた。どちらのス

コアも前期の学習で大きく伸びるが、夏休み明け

は大きく落ち込み、後期の学習でまた大きく伸び

ていた(表14-15、図 3- 4)。この結果をみる

かぎり、夏休暇による学習休止は、リスニングス

コアにもリーディングスコアにも同様の影響を与

えているようである。

T2-Tl T3-T2 T4-T3 T4-T2 T4-Tl 

69.7 -40.7 46.7 6.0 75.7 
(74.6) (87.0) (7邑6) (76.2) (72.7) 

(注)TはTOEIC総合スコアの意味で、Tlはl回目 (4月)のスコア、 T2は2岡田 (7月)のスコア、 T3は3回目 (10月)の
スコア、 T4は4回目(12月)のスコアを表す。 T2-T1は2岡目のスコアから1岡目のスコアを引いた数値、 T，トT2は3回目のスコ
アから2回目のスコアを引いた数値、 T4-T3は4回目のスコアから3回目のスコアを引いた数値、 T4-T2は4回目のスコアから2
岡田町スコアを引いた数値、 T4-T1は4回目のスコアから1回目のスコアを引いた数値を表す。

8回

550 
539.4 545.3 

5叩

450 
4月 7月 10月 12周

囲2:TOEIC総合スコアの推移

表 14:TOEICリスニングスコアの推移と伸び

4月 7月 10月 12月
(1.1) (1.2) (凶 (1.4) 

平均 267.5 310.3 293.8 主泡D
(SD) (51.7) (58.8) (59.0) (56.9) 

1.2-L1 L手1.2 1.4-1.3 1.4-1.2 1.4-L1 

42.8 -16.5 14.2 -2.4 40.5 
(42.2) (53.8) (48.2) (44.7) (41.3) 

(注)LはTOEICリスニングスコアの意味で、 L1は1回目 (4月)のスコア、L2は2回目 (7月)のスコア、1.3は3回目 (10月)
のスコア、L4は4回目 (12月)のスコアを表す。 L2-L1は2回目のスコアから1回目のスコアを引いた数値、1.3-L2は3園田町ス
コアから2固自のスコアを引いた数値、L4-L3は4回目のスコアから3回目のスコアを引いた数値、L4-L2は4回目のスコアから2
回目のスコアを引いた数値、L4-L1は4回目のスコアから1回目のスコアを引いた数値を表す。

350 

31日3 308.0 

300 

250 
4月 7月 10月 12月

図 3:TOEICリスニングスコアの推移
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表15:TOEICリーデインダスコアの推移と伸び

4月 7月 10月 12月 R2-R1 R3-R2 R4-R3 R4-R2 R4-R1 
(R1) (回) (R3) (R4) 

平均 202.2 229.0 204.9 237.4 26.9 -24.2 32.5 8.3 352 
(SD) (49.7) (52.7) (55.2) (57.9) (47.7) (47.9) (46.2) (46.8) (必.8)

(注)RはTOEICリーデイングスコアの意味で、 Rlは1回目 (4月)のスコア、R2は2回目 (7月)のスコア、R3は3回目 (10
月)のスコア、 R4は4回目 (12月)のスコアを表す。R2-Rlは2岡田町スコアから1回目のスコアを引いた数値、R3-R2は3回目
のスコアから2固目のスコアを引いた数値、 R4.R3は4回目のスコアから3回目のスコアを引いた数値、 R4.R2は4回目のスコア
から2回目のスコアを引いた数倍、 R4.丑1は4回目的スコアから1回目のスコアを引いた数値を表す。

250 

200 
202.2 

15日
4月 7月 10月 12月

図4:TOEICリーデインダスコアの推移

以上の結果から、竹蓋・水光 (2005)の指摘ど

おり、夏榊毘による学習休止の影響は非常に大きく、

前期の伸ぴのかなりの部分を帳消しにしてしまう

くらいの影響があることが明らかになった。これ

まで、後期があまり伸ぴない、すなわち、後期の

学習効果が非常に小さいものと推測してきたが、

この推測は正確ではなかった。後期の学習効呆が

小きいのではなく、その学習効呆はかなり大きいが、

夏休暇による学習休止によりスコアがあまりにも

大きく低下したため、後期の学習効果のほとんどは、

夏休暇によるスコア低下を前期終了時 (7月)の状

態に戻すのに使われ、それ以上大きく伸ばすこと

ができなかったというのが正しい推測であろうロ

これまで、本学の授業実践では、前期終了時 (7月)

のスコアは前期の事後スコアであると同時に、後

期の事前スコアでもあると位置づけてきたため、

後期の学習効呆は7月と12月のスコアを比較するこ

とで測定してきた。そのため、後期のスコアがほ

とんど仲ぴておらず、表面上、学習効果があまり

なかったかのように見えてしまったと推測できる。

これまで、前期の仲ぴと最終的な通年での伸びに

あまり差が出ないため、まるで後期の学習が無駄

であったかのような印象を多くの受講者に与えて

きた。しかし、後期の学習は決して無駄ではないロ

もし後期に学習を行わなければ、夏休暇で下がっ

てしまった英語力が回復することはなく、そのま

ま下がり続ける可能性が強いからである。

この結果から得られる示唆は、以下の3点である。

i)今回の調査以前の授業実践にもとづいて、後期

がほとんど伸ぴない、その結果、後期の授業実践

に学習効果がないと考えるのは間違いである。長

期の夏休暇による学習休止が前期で伸びた英語力

を大きく引き下げており、後期の学習はそれをも

とに回復させる効呆があったと考えるべきである。

ii)夏休暇による学習休止は、本来は授業実践外の

要因である。授業実践による純粋な学習効果を測

定しようとするのであれば、夏休暇による学習休

止による影響を除外して測定すべきである。

iii)本学の授業実践では、 TOEICの伸ぴを評価の

一部に加えているが、 7月のスコアと12月のスコア

を比較して後期の伸ぴとする場合、 4月と7月のス

コアを比較した前期の伸びと同様の重み付けをす

ると、受講者の伸びを正当に評価できない可能性

があり、注意が必要である。

ただし前述のとおり、調査2は、比較的熱心な

学習を行い、全体として学習効果が高い文系学部

のみを対象としたものである。理系学部・芸術系

学部で同様の調査を行った場合、同じような結果

が得られるとは限らない。特に、調査1で示した

理系学部と芸術系学部において後期の伸ぴが大幅
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なマイナスとなったことを替えると、文系学部で

みられたような、後期の学習が夏休暇の学習休止

で下がった英語力を回復杏せる効果をもたらした

のかどうか疑わしい。この点については、浬系・

芸術学部についても同様の議査を行う必要がある

だろう。

V. おわりに

以上、 2007年度から iCALL英詩集中Jが全学

部 1年生の必修科白として再スタ}トしたことを

契機に、 TOEICのスコア、学習時間、教材消化率

にもとづいて調査した結果をみてきた。その結果、

文系学部によ主ベ、灘系学部や芸術系学部は不熱心

な学習を行っている受講者の割合が非常に高く、

このことが理系学部と芸術系学部の学習効果を苦i
1'H げていることが判明したc 理系学部と芸術系

学部に所属していても、学習時間と教材消化率に

おいて数字を残し、熱心に学習していたと盟、われ

る受講者の学習効果は、不熱心な受章撃者よりも高

く、熱心な学轡さえ行われれば、学潤効糸i立上が

ることが明らかになった。

また、前・後期連続受講きせた場合に、後期の

伸びが小dいという点についても、後期の授業開

始度前にTOEICを受験きせること‘昔、夏休暇によ

る学習休止が後期のパフオ]マンスにどのように

影響するのかを検証したa 夏体較による学習休止

の彰響は非常に大きく、前期の伸びのかな唱の部

分を帳消しにしてしまうくらいの影響があること

が明らかになった。これまで、後期があま申伸び

ない、すなわち、後期の学習効果が非常に小きい

ものと認識してきたが、この認識はlE磯ではなか

った。後期の学習効果が小さいのではなく、その

学腎効果はかな号大きいが、夏休暇による学習休

止によりスコアがあまりにも大きく低下したため、

後期の学習効果のほとんどは、夏休暇によるスコ

7低ドを前期終了時の状態に戻すのに使われ、そ

れ以上大きく伸ばすことができなかったと考え晶

べきであることが判明した。

CALLを利用した英語教育を行っている大学は

近年ますます増えているが、その学習効泉につい

て、 TOEIC等の事前・事後テストを用いて実証し

ている例はまだまだ少数であり、受講中の学轡デ

-:l'を用いて分析を行っている例はほとんどない。

先例がほとんどない状況で行っている本授業から

縛られるヂ}タは、この授業肉体を今後実施およ

び改欝するための貴重な資料になるだけでなく、

これからこのようなプログラムの導入を検討して

いる他大学やCALL利用による英語教育分野の研

究者にとって参考になるデータとなるものと息わ

れる。
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