
CALL利用英語集中訓練プログラムの正規英語科目への応用 (Ⅲ) ���

CALL利用英語集中訓練プログラムの正規英語科目への応用(Ⅲ)
前・後期連続受講において後期の伸びはやはり小さいのか？

渡 辺 智 恵

Turning a Computer-Assisted Intensive English Training
Program (IETW) into Regular English Courses(III)

Tomoe WATANABE

The purpose of this paper is to repeat the study the author conducted in
2004 to examine the effectiveness of having students take a computer-assisted
English training program two consecutive times. Using the results of the
TOEIC tests administered before and after the first and second programs, the
author analyzed the program participants' performance. The findings indicated
again that the participants' average gains from the second program were very
small. Possible explanations for these small gains are also discussed.
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英語教育へのCALLの導入は, 学生の側にも教
員の側にも新たな機会や可能性を提供してくれる｡
その活用は非常に広範な領域にわたり, 英語教育
の改善に向けて夢を膨らませてくれる｡ 本稿で述
べるCALL利用による英語集中訓練プログラム
(Intensive English Training on the Web) も,
1998年の開発・導入以来, 学生の英語力向上に大
きな成果をあげている｡

まず, 1998年から2002年にかけては, 授業外で
の受講希望者を募り, 実験的に学習させたところ,
事前･事後で受験させたTOEICの平均スコアに大

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判明した (青木・渡辺2000；
渡辺・青木2001；青木・渡辺2002)｡ 2002年度
(平成14年度) からは, このプログラムが大学の
正規英語カリキュラムに組み込まれ, 国際学部で
は１年生対象の必修科目として ｢CALL英語集中｣
(半期１単位) が, 情報科学部と芸術学部では１
年生対象の選択科目として ｢CALL英語総合Ⅰ｣
(前期１単位) および ｢CALL英語総合Ⅱ｣ (後期
１単位) が実施されることとなった｡ 正規授業と
してのプログラムの実施に際しては, 自律的で内
的に強く動機づけられたモチベーションが高い学
生ばかりが履修するとは限らない正規授業におい



て, モチベーションの高い学生が自主的に受講し
たと思われる課外プログラムと同様の学習効果が
みられるのかどうかが非常に懸念された｡ しかし
正規授業においても, 受講の前後で実施した
TOEICにおいて, ｢CALL英語集中｣ で平均100点
弱, ｢CALL英語総合｣ で平均40～70点程度のス
コアの上昇がみられ, 正規英語科目としての受講
においても, 課外プログラムに近い学習効果が得
られることが明らかになった (渡辺2003)｡

そして2004年度からは, それまで前期または後
期の１単位科目として開講されていた ｢CALL英
語集中｣ が, 前期１単位, 後期１単位の計２単位
科目として開講されるようになった｡ 当初, プロ
グラムを１回受講しただけで平均100点程度スコ
アが伸びるのであるから, 前・後期連続して受講
させれば, その合計の伸びはかなり大きくなるも
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, ｢CALL英語集中｣ の伸びが90点強, ｢CALL
英語総合｣ の伸びが30点弱であったものの, 後期
の伸びは, ｢CALL英語集中｣ で20点弱, ｢CALL
英語総合｣ では約－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であった (渡
辺2005)｡

以上のような背景を踏まえ, 本研究は以下の２
点を目的として行った：
１) CALL利用による英語集中学習プログラムを

正規英語授業として前・後期連続して受講させ
た場合の学習効果について, 後期は伸びないと
いう2004年度と同様の結果が出るのかどうか再
検証すること｡

２) もし同様の結果が出るとすれば, 前期と後期
の学習記録および2004年度における学習記録を
比較することにより, 後期が伸びない理由を探
り, その改善策を模索すること｡
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上記２点について調査するため, 2004年度の研
究と同様に, 受講の前後で受験させたTOEICの結
果とプログラムの学習記録から得られるデータで
あるアクセス回数, 教材消化率, 教材正解率, ア
クセス時間について分析を行った｡ 分析対象とし
たのは, ｢CALL英語集中｣ を前・後期とも受講

した104名と, ｢CALL英語総合｣ を前・後期とも
受講した61名である｡
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表１と２は, 事前・事後テストとして実施した
TOEICの総合スコア (満点は990点) の結果を,
前期授業プログラムでの学習開始前のテストを
｢T1｣, 前期授業プログラムでの学習終了後のテ
ストを ｢T2｣, 後期授業プログラムでの学習終了
後のテストを ｢T3｣ として示したものである｡
｢CALL英語集中｣ については, 前期事後のスコ
アは事前に比べて105.6点伸びており, 2004年度
と同様, 非常に大きな伸びであった｡ ところが,
後期の伸びは－5.6点であり, 2004年度よりもさ
らに悪い結果であった｡ 各テストの総合スコアを
分散分析により分析した結果, T1からT3におけ
る平均の差は有意であった (�=37.51, �<.01)｡
さらに多重比較を行った結果, T1とT2の間とT1
とT3の間でその差は有意であったが, T2とT3の
間に有意差はなかった｡ ｢CALL英語総合｣ につ
いては, 前期の伸びが42.2点, 後期が7.5点であり,
これも前期は過去とほぼ同様の結果が出ているが,
後期の伸びは非常に小さいものにとどまった｡ 分
散分析の結果, ｢CALL英語集中｣ と同じく, T1
からT3における平均の差は有意であり (�=6.26,
�<.01), 多重比較においても, T1とT2の間とT1
とT3の間でその差は有意であったが, T2とT3の
間に有意差はなかった｡

TOEICの総合スコアは, リスニングセクション
とリーディングセクションに分かれており, それ
ぞれのセクションのスコア (各495点満点) を合
計したものが総合スコアである｡ 表３～６は, 学
習開始前のリスニングとリーディングのスコアを
それぞれ ｢L1｣ と ｢R1｣, 前期授業プログラムで
の学習終了後のスコアをそれぞれ ｢L2｣ と ｢R2｣,
後期授業プログラムでの学習終了後のスコアをそ
れぞれ ｢L3｣ と ｢R3｣ として示したものである｡
｢CALL英語集中｣ についても ｢CALL英語総合｣
についても, 前期はリスニングとリーディングの
伸びがほぼ等しく, バランスよく伸びていること
が分かる｡ これに対し, 後期については, どちら
の科目についても, リスニングの伸びがマイナス
であり, 特にリスニングについて学習効果がまっ
たくみられなかった｡ 分散分析を行ったところ,
リスニングについては, ｢CALL英語集中｣ と

���



CALL利用英語集中訓練プログラムの正規英語科目への応用 (Ⅲ) ���



｢CALL英語総合｣ の両方において, L1からL3に
かけての平均の差は有意であったが (｢CALL英
語集中｣：�=28.74, �<.01, ｢CALL英語総合｣：�=
3.14, �<.05), 多重比較においては, L1とL2の間
とL1とL3の間でその差は有意であったが, L2と
L3の間に有意差はなかった｡ リーディングに関
しても同じく, ｢CALL英語集中｣ と ｢CALL英語
総合｣ の両方において, R1からR3にかけての平
均の差は有意であったが (｢CALL英語集中｣：�=
31.20, �<.01, ｢CALL英語総合｣：�=6.91, �<.01),
多重比較にかけたところ, R1とR2の間とR1とR3
の間でその差は有意であったが, R2とR3の間に
有意差はなかった｡

以上の結果から, 2005年度についても2004年度
と同様に, 前期の伸びは大きいが, 後期について
は伸びが著しく下がることが再現された｡ つまり,
2004年度の結果は一過性のものではなく, 2004年
度, 2005年度と同じ方法でプログラムを実施する
限り, 同様の結果しか得られないであろうことが
明らかになったと言える｡
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それでは, ｢CALL英語集中｣ においても
｢CALL英語総合｣ においても, 前期も後期もほ
ぼ同じ教材内容, 同じ教材レベル, 同じ教材量を

与えたにもかかわらず, 後期が伸びないのはなぜ
なのであろうか？ 本節では, プログラムのデー
タベースから得られる受講者の学習記録を前期と
後期で比較することにより, 後期が伸びない原因
を探ってみたい｡ 今回分析対象とした項目は, ロ
グイン回数, 教材の消化率, 教材の正解率である｡
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ログイン回数については, 表11と12は, 前期と
後期の合計ログイン回数の平均と, 週ごとのログ
イン回数平均を示したものである｡ ｢CALL英語
集中｣ 前期の全体平均が53.4回, 後期が40.0回で
あり, 後期のログイン回数が大幅に少なくなって
いる｡ これは, 前期のログイン回数が44.4回, 後
期のログイン回数が52.2回であった2004年度とは
逆の結果であった｡ 図１は, 週ごとのログイン回
数の推移を示したものであるが, 全期間にわたり,
後期の回数が前期の回数を下回っている｡ 統計的
にみても, 前期と後期の間に有意な差があった
( �=9.09, �<.01)｡ ｢CALL英語総合｣ については
表８と図２に示すように, 第５週目を除き, 後期
の回数が前期の回数を下回り, 2004年度とほぼ同
様の結果が出ており, 統計的な有意な差があった
( �=2.00, �<.05)｡
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｢CALL英語集中｣ と ｢CALL英語総合｣ で学習
する教材は, リーディング, リスニング, 文法穴
埋め問題, 文法間違い探し問題の４種類である｡
本節ではこの４種類の学習ごとに, 教材消化率と
教材正解率を検討し, 前期と後期とでどのような
差があるのか比較してみたい｡
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表９は, ｢CALL英語集中｣ の全体消化率と週
ごとの消化率, 図３は, 週ごとの消化率をグラフ
で示したものである｡ 後期の全体消化率は前期を
大幅に下回っており, 統計的にみても, 前期と後
期で有意な差があった ( �=7.75, �<.01)｡ したがっ
て, 後期は前期ほど熱心に学習していないことが
わかる｡ また, 前期の消化率は各週であまり差が
なく, コンスタントに学習している様子がうかが
えるが, 後期の消化率は各週での差が大きく, 学

習にムラがあることがわかる｡ 次に問題の正解率
を見てみると, 受講期間全体を通じて後期の正解
率が前期の正解率を10％以上下回っており (表10,
図４), 統計的にも有意な差があった ( �=16.37,
�<.01)｡

次に ｢CALL英語総合｣ については, 表11に示
すとおり, 後期の全体消化率は前期を下回ってい
るものの, さほど差はなく, 統計的にみても前期
と後期で有意差はなかった ( �=0.98, p=.33)｡ し
かし, 週ごとの消化率を見てみると (表11, 図５),
前期も後期も学習にムラがあることがわかる｡
８週間の全体学習量を100％とすると, １週間に
12.5％ずつ消化していくと８週間で100％消化で
きる計算になる (100÷8＝12.5)｡ 消化率が12.5％
を上回ると, 本来学習ノルマとなっている量より
も余計に学習しなければならず, 学習に無理が出
てくる｡ 消化率が12.5％を超えている週は前期に
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は第７週と第８週の２週間であったが, 後期には
第４週, 第５週, 第８週の計３週あり, 後期のほ
うがより学習に無理があったことがわかる｡ 問題
の正解率については, ｢CALL英語集中｣ と同様
に, 受講期間全体を通じて後期が前期を10％以上
下回っている (表12, 図６)｡ 統計的にも有意な
差があった ( �=10.43, �<.01)｡
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リスニングについても, ｢CALL英語集中｣, ｢C
ALL英語総合｣ ともに, 後期の消化率が前期の消
化率を大幅に下回っており, 統計的にみても, 前
期と後期の間に有意な差があった (｢集中｣： �=
10.08, �<.01；｢総合｣： �=3.87, �<.01)｡ 後期は
前期ほど熱心に学習を行っていない様子がうかが

える (表13, 表15, 図７, 図９)｡ 特に ｢CALL
英語総合｣ では, 第８週目の消化率が17.4％と異
常に高く, 受講期間の終了が迫る中, あわてて駆
け込み消化しようとする様子がうかがえる｡ 正解
率についても, ｢CALL英語集中｣, ｢CALL英語総
合｣ ともに, 受講期間全体を通じて後期が前期を
ほとんど下回っており (表14, 表16, 図８, 図10),
統計的にみても, 前期と後期の間に有意な差があっ
た (｢集中｣： �=12.63, �<.01；｢総合｣： �=6.03,
�<.01)｡ 後期の教材が前期よりも難易度が高かっ
たとは考えられないことから, 後期は前期ほど真
剣な学習が行われておらず, 正解率が上がらなかっ
たものと思われる｡
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文法穴埋め問題については, ｢CALL英語集中｣,
｢CALL英語総合｣ ともに, 後期の消化率が前期
よりも下がっているが, さほど大きな差はないと
思われたが (表17, 表19, 図11, 図13), 統計的
にみると, 前期と後期に有意な差があることがわ
かった (｢集中｣： �=4.44, �<.01；｢総合｣： �=
3.34, �<.01)｡ 正解率については, ｢CALL英語集
中｣, ｢CALL英語総合｣ ともに後期の正解率が前

期を若干上回っており, 後期のほうが真面目に学
習していないという傾向はみられず (表18, 表20,
図12, 図14), 統計的にみても, 前期と後期に有
意な差はなかった (｢集中｣： �=1.97, �=.05；｢総
合｣： �=0.82, �=.42)｡ これは, 文法穴埋め問題
は, 消化すべき数がさほど多くなく, 短時間で取
り組めるので, 消化を焦る必要がなかったためと
考えられる｡
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文法間違い探し問題については, ｢CALL英語
集中｣, ｢CALL英語総合｣ ともに, 後期の消化率
が前期よりも若干下がっているが, ともに90％以
上の高い消化率を維持しており, さほど大きな差
はないと思われたが (表21, 表23, 図15, 図17),
統計的にみると, 前期と後期に有意な差があるこ
とがわかった (｢集中｣：�=4.03, �<.01；｢総合｣：

�=3.43, �<.01)｡ しかし正解率については,
｢CALL英語集中｣, ｢CALL英語総合｣ ともに後期
の正解率が前期を若干下回っており, 後期のほう
があまり真面目に学習していない傾向が見られ
(表22, 表24, 図16, 図18), 統計的にみても, 前
期と後期に有意な差があることがわかった (｢集
中｣： �=4.26, �<.01；｢総合｣： �=3.99, �<.01)｡

���



CALL利用英語集中訓練プログラムの正規英語科目への応用 (Ⅲ) ���



������ ����������		

��������

後期では, 学習プログラムに少し改良を加え,
リーディング, リスニング, 文法穴埋め問題, 文
法間違い探し問題のそれぞれの学習について, 各
学生がどれだけ時間を費やして学習したのかを追
跡できるようにした｡ 前期もこのようなデータを
取り, 後期と比較できれば, 前期と後期における
受講者のパフォーマンスの違いをより細かく分析
することができたはずであるが, 残念ながら, こ
のような改良は前期には間に合わなかっため, 後
期の学習データのみを示すこととする｡ 図19～22
は ｢CALL英語集中｣ の各受講者, 図23～26は
｢CALL英語総合｣ の各受講者について, リーディ
ング, リスニング, 文法穴埋め問題, 文法間違い
探し問題でどれだけ学習時間 (秒) を費やしたか
を学習時間が少ない者から順番に並べたものであ
る｡ ４つのすべての学習について言えることだが,
もっとも多く学習時間を費やした者と, もっとも
少なく学習時間を費やした者の間には非常に大き
なギャップがあることがわかった｡ たとえば,
｢CALL英語集中｣ のリーディングを例に挙げて

みると, もっとも時間を費やした学生は141,005
秒 (約2,350分) 学習しているが, もっとも時間
を費やさなかった学生は1,626秒 (約27分) しか
学習していない｡ このどちらの学生も, リーディ
ングの消化率は70％を達成している学生である｡
｢CALL英語集中｣ の場合, 受講期間中に読むべ
きリーディング問題 (英文) は80個あり, 最低70
％の消化率を達成することが単位取得の最低条件
となっている (この場合は56個)｡ つまり, もっ
とも時間を費やさなかった学生が最低限の70％の
消化率であったと仮定すると, 56の英文をたった
27分で読んでいる計算になる｡ １つの英文をきち
んと理解しながら読み, 内容理解問題10問に解答
するには, 最低30分は必要であると思われるが,
56英文を27分で学習したのでは, 真の意味での学
習が行われたとはとても言えない｡ このように,
たとえ消化率があまり変わらなくても, 実際の学
習時間には受講者間で大きな差があり, 消化率だ
けでは学習者のパフォーマンスを正確に知ること
はできないことが明らかになった｡
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｢CALL英語集中｣ と ｢CALL英語集中｣ におけ
る, 前・後期連続学習の効果についてTOEICを用
いて検討したところ, 前期は過去のプログラムと
同様の伸びを示したが, 後期の伸びは2004年度と
同様に, まったく成績が振るわなかった｡

そこで, 前期と後期のログイン回数, 教材の消
化率と正解率を調べ, 比較したところ, ほとんど
の学習で, 後期の消化率が前期の消化率を下回っ
ていた｡ これは, 問題数が多量にあり, 取り組む
のに時間のかかるリーディングとリスニングで特
に顕著であった｡ また, 正解率についても, 後期
のほうが前期より大幅に下回っており, 後期にお
ける受講中の取組が十分ではなく, あまり真面目
ではなかったと言えるような結果が出た｡ まとめ
ると, 後期の伸びが小さかったのは, 受講者の学
習への取組が甘かったことが一因だと結論づけら
れるであろう｡ 前期は大学に入学したばかりでや
る気にあふれており, 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経験であるため, 興味を持っ
て取り組めたかもしれないが, 後期は大学にもプ
ログラムにも慣れ, 前期のような自律的で内的な
動機づけが維持できなかったのであろう｡ また,
後期のリーディング, リスニング, 文法穴埋め問
題, 文法違い探し問題それぞれについて, 各受講
者が費やした学習時間を調べたところ, 受講者間
で大きな格差があり, 消化率のみで学習者のパフォー
マンスを評価することは大変危険であることも明
らかとなった｡

２期連続して学習させた場合の学習効果につい
ては, これまでほとんど研究されていないようで
あるが, 唯一, 千葉大学で３年間行われた指導に
おいて, ２期目の学生の得点が１期目ほど上昇し
なかっと報告されている (竹蓋・水光2005)｡ し
たがって, ２期連続受講をさせた場合, 何もしな
いでおくと, ２期目の得点が伸びないのはどうや
らよく見られる傾向のようである｡ 竹蓋・水光
(2005) ではさらに, 年間を通した連続的指導の
場合, 前期に上昇量の大きかった者は後期に上昇
量が大きく下降する傾向が見られるという報告が
なされており, 前回の成績を意識することにより,
学習に取り組む姿勢に影響があると結論付けてい
る｡ 本稿で述べた英語集中学習プログラムの場合,
前期の伸びが大きかった ｢CALL英語集中｣ にこ

のことが当てはまり, 前期で大きく伸びたことか
ら, 後期の慢心につながった可能性もあるのかも
しれない｡

竹蓋・水光 (2005) はまた, １期と２期の間の
学習休止の影響も少なくないとしている｡ 本稿で
の授業の場合, １期目の授業が終了するのが７月
初旬であり, ２期目の授業が始まるのが10月初旬
であり, １期と２期の間に約３ヶ月の学習休止期
間が生じる｡ 渡辺 (2003) で述べたように, この
CALLを利用した英語集中学習プログラムは, 英
語の知識を伸ばすよりも, 英語の処理能力を伸ば
すことで, 英語力を引き上げるプログラムである
ことがわかっている｡ スポーツなどでは, ある期
間一生懸命頑張って上手にできるようになっても,
１日練習を休むと, 休む前の状態に戻すのに３日
かかるとよく言われることがある｡ 同じことが英
語学習でも言えるのかもしれない｡ つまり, 前期
の２ヶ月間で一生懸命頑張って英語力をあげても,
３ヶ月間の学習休止により英語力が下がり, 後期
の２ヶ月の学習は, 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
きなかったというわけである｡
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上でみてきたことをまとめると, 前・後期連続
受講させた場合, ２期はTOEICのスコアが伸びな
いことが再検証され, その原因は, ログイン回数,
消化率, 正解率など, 受講者のパフォーマンスが
前期に比べて落ちていることによって裏付けられ
る｡ また, 後期のそれぞれの学習に対して, 各受
講者が費やした時間を調べてみると, 受講者間で
大きな差があることがわかり, 表面上はある程度
きちんと教材を消化しているように見えても, 実
際はあまり学習しているとはいえない受講生もい
ることが明らかになった｡

｢CALL英語集中｣ と ｢CALL英語集中｣ の実
施に当たっては, １週間ごとに各学生の学習消化
率を調べることにより, 学習が遅れていないかを
チェックし, 遅れている学生に対しては, 警告メー
ルや呼び出しなどで, 注意を促してきた｡ しかし,
消化率だけによるチェックでは不十分であり, 学
生がきちんと学習をおこなっているかどうかを確
認するには, 消化率と学習時間も併せてチェック
し, 適切な注意を促す必要があることが改めて明
らかになったといえる｡
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前述の千葉大学の例では, ２期の開始に当たっ
ては, 慢心を避けるよう注意を促すことにより,
２期の得点上昇にあまり鈍化がみられなかったと
している (竹蓋・水光2005)｡ 前期に大きくスコ
アを伸ばした学生に対しては, 特に注意を促して
いるとのことであった｡ 本稿で述べた授業は完全
自習の形態を取っているが, 学生による完全な自
習だけではなかなか教師が望むような学習をして
くれないので, 教員を配置した通常授業と自習を
組み合わせた ｢ブレンディング｣ という手法を取っ
ている大学もある (安田2003；安田2004)｡ そう
することにより, 教師は週１回, 学生を直接的に
指導したり注意を促したりする機会が得られるし,
学生の側も, 教師に直接質問する機会を得ること
ができる｡ また, 週１回集まることにより, ずる
ずると学習から遠ざかるといったようなことも回
避できるという｡ 京都大学も, CD-ROMによる
CALL教材を配布し, 完全自習型の授業を行って
いるが, 受講期間中に教材の理解度テストを実施
するなどして, 学生がより熱心に学習に取り組め
るような工夫を行っているそうである (水光2000；
水光2003)｡ 本稿で述べた ｢CALL英語集中｣ と
｢CALL英語集中｣ についても, すでに述べたよ
うに, 消化率と学習時間も併せて学習者のパフォー
マンスをチェックし, 適切な指導を行うだけでな
く, 他大学の実践例をいい形で取り入れ, 後期の
パフォーマンスがより上がるような工夫をしてい
かない限り, 後期の向上は望めないものと思われ
る｡
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