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大学英語教育におけるESP(English for Specific Purposes) 

一看護教育課程における学生の英語学習に対する意識の変化について一

本岡直子 川崎裕美

広島県立保健福祉短期大学看護学科

抄 録

本論文は，大学英語教育におけるESP(English for Specific Purposes)のあり方を，特に看護教育課程にお

いて探るものである O 大学入学時に行った意識調査と 1年半後の学生の意識調査 さらに卒業まぎわに行った

意識調査を元に，入学時から卒業に至るまでの 3年間の在学期間で，学生の英語学習に対する意識がどのよう

に変化したかを探る O その上で，看護教育課程における専門科目を学習する上での，英語力及び英語学習の必

要性の認識についてを明らかにすることを目的とする O また 卒業後の希望進路により英語学習のあり方に違

いがあるかどうかについても検討する O その結果 看護教育における英語教育の在り方は 目的が明確でない

という問題を抱えていることが明らかとなった。

キーワード:英語教育，看護教育課程， ESP，進路
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はじめに

大学での英語力の伸びは，各個人の必要性に依存す

る部分が大きい。その理由は1)英語が自分の専門分

野でない場合，英語の授業時間数が中・高校時代より

減る， 2) 中・高校時代と異なり受験という明白な目

的がなくなる，等である。それ故，大学における専門

教育でどれほど英語が必要とされているかによって，

各個人の勉強の度合いが異なってくると考えられる O

専門教育と英語教育の関係に注目したESP(English 

for Specific Purposes)に対する研究が，近年少しず

つであるが見られるようになってきた。そのESPの分

野のなかで，医学，医療系大学における英語教育に対

する研究がもっとも多くの関心を集めていることが、

各学会における発表などから判断できる O その研究は，

法学部の学生を対象に取り組んだ寺内 1)などに見ら

れるように主に意識調査分析に関して取り組みが始まっ

たところであると考えられるが，多くの研究において

学生と専門教育に携わる教員との間で認識のずれがあ

ることが明らかになっており，看護教育の分野におい

ても，学生と教員の差は特に，看護の分野における英

語の必要性に対する認識，および必要と思われる技能

に対する認識において差が大きく現れている2)。学生

が必要だと考える度合いは非常に低かったが，実際に

専門教育を受けたことによりこの認識は変化したのだ

ろうか。変化したのであれば どのように変わったの

だろうか。

資料 1

本論文の目的

以前の研究において，医療系短期大学看護学科に入

学した直後の，学生の英語学習に対する認識，また，

その学生に関わる専門教育に携わる教員との英語学習

に対する認識のずれが明らかになったヘ学生が専門

科目も含めた大学教育を l年半受けた後，英語学習に

対する認識は変化したのだろうか?また 2年次前期を

終えた時期は，卒業までの過程を半分終え，入学当時

と異なり将来の進路に対する希望も明確になってきた

時期と考えられる O 本論文においては，まず l年次の

調査と 2年次の調査を比較し，以下の 4点を明らかに

する O

1 )専門科目を学習する上での英語力および英語学習

の必要性に対する認識を明らかにする。

2 )大学における英語学習の実状を明らかにする O

3 )学習者の英語学習に対する認識が，大学教育を受

けた 1年半の聞に変化したかどうかを明らかにする O

4 )卒業後の希望が就職である場合と進学である場合

とで学習者の認識が異なるかどっかを明らかにする O

さらに，その結果と 3年次の卒業まぎわに行った調

査を比較し，

1 )看護教育課程における英語学習への取り組み方

2 )看護教育過程での学生の英語学習に対する意識の

変化を明らかにする O

学施接号)E正名{

:次の質問に答えてください. 非常に ややどちらともあまり 全く

U 1年生から今日までに英語にどの程度後しましたか.

非常に

多く

読む 5 .く 5

話す 5 

聞く 5 

やや どちらともあまり 全く

多く 言えない ふれない ふれない

3 

3 

-l 3 

2) 1の質問について

A)俊男Eの中でどのように援しましたか.次の英語の4t査艇を具体的にどの授

業で活用したか.慢.名をあげてください.

読む ・なし
事< ( ・なし
話す ・なし
聞く ・なし

Bl慢業以外で英語にどのように後したか具体的に述べて〈ださい.

読む ・なし
書く ・なし
おす ・なし
聞く ・なし

C)実習中に茶舗は必要でしたかワ はい いいえ

はいと答えた頃合 どの筏能が必要でしたか。

E置む -<話す 聞く

2) 3年間の大学の(英信以外の}慢3院で、~騒の必要性をどの程度感じま

したか.

非常に やや どちらともあまり 全く

3 
3)大学では何に量点を置いて、勉強すべきだったと考えますか.

英語を読む

英語をaく る

英語を話す

英語を聞く る

4) 徴集，!!;俊英語の目的・包爆はどのようなものであるべきだと患います

か.0印をつけてください. (複敬回答可)

( )]:ニニトソU舵力

( )国際人養成

( )教養

( )噂門の基縫

( )諸外国の文化・事情理解

( )その他{具体的に

5) 事業後の進路(または希望)を教えてください.

( )従軍量{具体的にどんな仕事ですか

( )進学

具体的に次のどれですか

大学への編入 (1 ・看煩系 2 その他)

・短大専攻科 ( 1 保健婦 2 :倒産鍋)

専門学綬 (1 :保健婦 2・助度婦 3 :その他)

( )再慶大学を受理賞する(具体的に:

6)事業後に英語はどの程度必要だと思いますか.

非常に ややどちらともあまり 全〈

英語を読む 5 

英語をiI<

英話を』遺す五

英語を問<
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調査方法

学生の英語学習に対する認識の変化を調べるため，

入学して l年半後，つまり専門教育を受けはじめて 1

年半後にアンケート調査を行った。さらに，卒業前の

2月にほとんど同様のアンケートを行い，入学直後に

行った調査結果2)と比較した。

(1)アンケート対象者

1995年度看護学科入学生90名

(2)調査方法

学生に対して， 1996年10月末，および1998年2月

にアンケート用紙を配布し その場で記載させた。

(資料1)

結果 1 一入学から 1年半の聞における認識の変化-

まず、前述の目的 1)専門科目を学習する上での

英語力および英語学習の必要性を明らかにする， 2) 

大学における英語学習の実状を明らかにする， 3) 

学習者の英語学習に対する認識が，大学教育を受け

た l年半の聞に変化したかどうかを明らかにする，

を明らかにするため， 1996年10月末のアンケートを

もとに以下の点について分析を行った。

(1)大学入学後英語に接した程度

大学入学後，英語に接した程度については，図 1

の通りである O どの技能においても，ほとんどの学

生があまりふれていないと判断できる O また，英語

に接する機会としては，ほとんどの学生が英語の授

業のみしかあげておらず，英語の授業以外では実際

に英語を使用する機会がないことが明らかになった。

また，英語以外の授業において，英語に接すること

はほとんどないという回答も得られており，このこ

とは学生の英語の必要性に対する認識に大いに影響

を与えていると考えられる O

また，授業以外で英語にどのように接しているか

ということについては，読む，書く，話すの 3技能

圃非常に多〈

.やや多く

図どちらともいえない

圏あまりふれない

圏全くふれない
聞く

書く

so 1∞% 

図 1 英語にふれる程度
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について， 90%以上の学生が接していないと答えた

のに対して，聞く技能については、音楽鑑賞や映画

鑑賞などで54.4%の学生が授業以外にふれていると

述べている O これは，テレビやCDなどのマスメディ

アのあふれでいる日本の現状を考えればある意味で

自然な姿であり，学生が努力してその技能にふれよ

うとしているというよりむしろ，意識せずに自然に

その状況下におかれているにすぎないと考えられ，

学生が積極的に英語に取り組もうとしている場合は

きわめてまれであると考えられる O

(2) 英語以外の大学の授業における英語の必要性

従って(1)の結果からも充分考えられることでは

あるが，これまでの大学の英語以外の授業で英語の

必要性をどの程度感じましたかという質問では，図2

が示しているように必要性を感じている学生は 3分

の l程度にすぎない。

(3) 大学では何に重点を置いて、勉強すべきか。

英語の 4技能のうち，大学においては何に重点を

置いて勉強すべきだと思いますか，という質問事項

に対する回答は図 3-1に示される通りである O 読

む，書くという writtenlanguage'こ関した技能より

むしろ，話す，聞くという spokenlanguage関係の

技能に重点が置かれる傾向がうかがえる O

また年次のアンケートの同様の質問に対する

闇非常に~要
.ある程度必要

図どちらともいえない

圏あまり必要でない

圏全く必要でない

20 4 0 ω ω 1∞% 

図2 英語の授業以外での必要性

聞く

園非常に必要

圃やや必要

図どちらともいえない

圏あまり必要でない

圏全く必要でない

書く

50 l∞%  

図 3-1 何に重点を置くべきか
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回答と比較してみると，図 3-2に示されているよ

うに技能に対する傾向は非常に似通っており，大学

で勉強した後も学生の必要とする技能に対する認識

はあまり変わっていないといえる O しかしながら同

時に，その必要度に対する認識は全体的にどの技能

においても薄まっている傾向もうかがえ，あまり必

要でないと感じ始めていることを表しているとも考

えられる O

数量

E
 

緒外国の文化-事情i掛

専門の基礎

国際入量慮

コiュニトシーン勧の育成

100 % 

図 4 英語学習の目的・比較(学年別比較)

(4)教養英語の目的・目標はどのようなものであるべ

きか。

教養・基礎英語の目的・目標はどのようなもので

あるべきかという l年次のアンケートと同様の質

問に対する回答は図 4の通りである O

教養・基礎英語に対する考え方は，ほとんど変わ

らないことがうかがえる O

(5)卒業後の英語の必要性

卒業後の英語の必要性に対しては，どちらかとい

えば必要だと考える傾向にあるといえる o (図5-1)

これを l年次の，看護の分野で英語はどれくらい

必要か，というアンケートをとったときの結果と比

較してみると(図 5-2) 傾向は似通っているが，

必要性に対する考え方は入学当時より，どの技能に

おいても非常に減っていることが判断できる O

結果 2 -将来の進路希望の違いによる語学への認識

の差違一

次に，短期大学卒業後，どのような進路を考えて

いるかということが，語学学習に影響を及ぼしてい

るかどうかを1996年10月末に行った 2年次対象のア

ンケートをもとに分析した。短期大学卒業後の進路

としては，大きく就職か進学かに分けられる O 進学

においてはさらに，大学への編入，短大の専攻科，

専門学校等への進学など細分化されるが，今回の分

析においては就職と進学という大きな違いのみで分

析を行った。アンケートをその進路により分類する

と，進学志望41名，就職志望41名，未定 8名であっ

た。この進学志望者と就職志望者のアンケートの回

答の比較を行った。

(1)英語に接する程度

明確な差となっては現れていないが，進学志望の

学生の方がすべての技能においてより英語にふれて

街す

話す(2年) 烹烹E 国非常に必要

園非常に必要 話す (1年)
.ある慨必要

.やや必要
図どちらともいえない

図どちらともいえない
聞く(2年) ~{{出.;.渋 ;'E 園あまり必要でない

園あまり必要でない 開く (1年) 圏全く必要でない

園都必要でない
書く(2年)

書く (1年)

続む(2年)

読む(I年)

聞く

書く

続む

20 判 60 &0 ∞%  

図5-1 卒業後の英語の必要性

m 1∞%  

図5-2 卒業後の英語の必要性(学年別比較)
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いる傾向があることがうかがえる O 特に，読む技能

に関してその傾向が顕著に現れていると考えられる。

話すという技能に対してはほとんどふれておらず，

聞くという技能に対して比較的よくふれているとい

う傾向は，どちらの進路希望者も同様であるが，読
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酎(蜘E
国葬常に多く

.やや多く

図どちらともいえない

圏あまりふれない

園全くふれない

む，書くという written languageの技能に対して 書く{進学)

就職志望者は 4分の 3にあたる学生があまりふれな | 書く{就聡}

いと答えており.written language に対する姿勢に | 議む(進学}

両者の違いが現れているといえる o (図 6) 読む{就股)

(2)英語の必要性に関する認識

進学志望の学生の方が，より英語の必要性を感じ

ていることカfわかる o (図7)

(3)何に重点を置いて勉強すべきか

何に重点を置いて勉強すべきかという項目につい

ての分析にも進学志望と就職志望の学生聞の差がう

かがえる O 図8においても明らかに示されているよ

うに，聞く，話すという，よりコミュニケーション

に関した能力においては，就職か進学かという進路

の違いによってあまり違いが現れていないが，読む

こ七において，進学志望の学生の方がより重点を置

くべきだと感じていることがわかる O これは，学生

が編入または入学試験に英語の試験があるからと感

じているためと考えられ，当然のことではあるが，

必要性がその学習への動機付けを決定していること

がわかる O

(4)教養・基礎英語の目的・目標について

教養・基礎英語の目的・目標に関する就職志望者

と進学志望者の傾向は図 9の通りである O 全体的に

進学志望者の方が，教養・基礎英語の目的・目標と

して，より多くの項目を考えているが，文化や諸事

情を理解するべきという項目のみ，就職志望者の方

が進学希望者を上まわっている O

(5) 卒業後の英語の必要性

卒業後の英語の必要性に対する認識を各技能につ

いて比較してみると，図10のような結果が得られる O

spoken languageの技能である話す，聞くという技

能については就職志望者と進学志望者の間でほとん

ど差は見られないが. written languageの技能で、あ

る書く，読むという技能については進学志望者の方

がより必要性を感じている傾向が見られる。これは，

卒業後も学業を続けるというイメージが進学志望者

にあり，学業を続けるための英語の必要性も大いに

影響していると思われる D

-29-
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図6 英語にふれる程度(進路別比較)

50 ∞%  

闇非常に必要

.ある慨必要

図どちらともいえない

園あまり偲でない

圏全く必要でない

図7 英語の授業外での必要性(進路別比較)

話す(進学)

話す{就al

聞く(進掌)

聞く(就職)

書く(進掌)

書く{就臓)

読む(進掌)

読む{就聡)

50 i∞% 

圏非常に必要

目柿必要

図どちらともいえない

園あまり必要でない

圏全く必要でない

図 8 何に重点を置くか(進路別比較)

E 

100 % 

図 9 英語学習の目的・目標(進路別比較)
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話す(進学}

話す(波風)

園非常に必要
.やや必要

図どちらともいえない
圃あまり必要でない
圃まったく必要でない

聞く(進学)

聞く(就蔵)

書く(進学)

書く(就蔵)

読む(進学)

続む(就蔵)

回 100% 

図10 卒業後の英語の必要性(進路別比較)

聞く
園非常に多く

.やや多く

図どちらとも曾えない
圏あまりふれない
園まったくふれない

話す

書く

訟の

50 100 % 

図11 3年間で英語に接した程度

{画案習
聞く瞳・・2 1.卒業開

図音楽・映画

話すt::
|圏受験勉強
圃その他

匝思a沼
|里ふれていない

書く

読む -・ー九・・・・.・.ー・九.・l8i・・.・・I・・I、.・・I・I・・. 
日 白

20 40 60 80 

図12 卒業以外での英語の接し方

話す (3~手)

話す(2年)
話す (1年)

国非常に必要

.やや必要

図どちらともいえない

盟あまり必要でない

医会く必要でない

.ー.ー.'.句.・‘.・・，・..・ー....

開く(3年)
聞く(2年)

開く (1年)

書く(3年)

書く(2年)
書く (1年)

読む (3年)
読む(2年)
諌む (1年)

込 盟国E・ーーー・・.:.:.:.:.:.:-'‘:ー日開窃.

ー山‘九日
.令...............
‘..... 

司園田-掴-国司唱圃圃圃圃圃圃圃圃圃圃:::引叡置
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図13 大学で重点、を置くべきだった技能

結果 3 -3年間での学生の認識変化-

次に，卒業前に行ったアンケートを加えて，以下

の点から分析を行った。

(1) 3年間で英語に接した程度

「読むJと「聞く Jに関して20%に近い学生が肯

定意見を述べたのみで， r話すJと「書く」に関し

てはほとんどふれていないという否定的意見がほと

んどであった。(図11)

また， 3年間どのよつな授業で英語に接したか?

という質問に対しては， r読むjという技能に関し

てのみ「卒業研究」でふれたという回答が少し見ら

れたが，あとは英語の授業以外の授業ではほとんど

ふれていないという回答が得られた。教育課程とし

て考えると，専門科目の授業などにおいてはほとん

ど英語が取り入れられていない実状が察せられる O

(2)授業以外で3年間，どのように英語に接したか?

各技能に対して10%未満ではあるが，実習におい

てという回答が見られた。(図12) そのほか，卒業

研究，受験勉強，音楽や映画など，という回答も見

られている O しかし，授業以外では英語にふれてい

ないと答えた学生が60%以上をしめ，あまり積極的

に学生時代には英語にふれていないという実状がう

かがえる O

(3) 実習中，英語は必要だったか?

実習中に英語が必要だったかどうかについて，必

要だったと答えた学生は50.6%，そうでなかったと

答えた学生は49.4%であった。また，必要だったと

答えた場合の必要だった技能としてはreadingが88.6

%を ~5めている。その他の技能に関しては，書くが

6.8%，話すが2.3%，そして聞くが2.3%であった。

(4)大学で重点を置くべきだった技能

大学で何に重点を置いて学習するべきだったかと

いう質問に対しては，同じ質問に対する 1，2年次

の回答と比較してみると 3年間の学生の認識の変化

がうかがえる o 3年間の変化を示した図13における

各技能の変化を見てみると， 1， 2年次の調査時に

は聞く，話すというオラル面に学生の視点が偏って

いたのに対し 3年卒業間際の調査においては，話

す，聞くが50%前後にしか達していない一方で，読

むは80%を越えている。卒業間際になり，卒業研究

や実習にふれるうちに学生の視点が変わっていった

ものと考えられる。
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(5)卒業後の必要性

さらに，卒業後の必要性に対する学生の視点に関

しでも，大学で重点を置くべきだった技能と同様の

傾向がうかがえる O 図14における 3年間の変化を見

ると， 1， 2年次は学生の視点が話す，聞くという

オラル面に偏っていたが， 3年次の調査においては，

聞く，話すというオラル面に対する必要性を訴える

学生は50%少しだったのに対し 読むに対しては80%

を越えている O

話す (3~手)

話す(2年)

話す (1年)

聞く(3年)

開く(2年)

聞く (1年)

国非常に必要

国ある程度必要
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図14 卒業後の必要性に対する認識

|国 l戦国 2年次回 3年次|

諸外国の文化・事情理解

専門の基礎

教養

国際人養~

コミュニケF ション能力の育成
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図15 教養基礎英語の目的

(6)英語学習の目的

1， 2年次の調査と比較した図15により明らかで

あるが，複数回答で，英語学習の目的としてコミュ

ニケーション能力の育成と答えた学生は70%と相変

わらず多かったが，専門科目の基礎と答えた学生は

1， 2年次の調査においては30%前後だったのに対

し 3年次の調査では64.4%の学生が英語学習の目

的だと答えている O これも 実際の臨床の場にふれ

たり，卒業研究においての必要性にふれたことが大

きな意味を持っていると思われる O
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考察

(1) 認識の変化について

それぞれの調査を比較すると，英語学習に対して

入学直後，および教育課程をちょうど半分終えた l

年半後，さらに卒業前との 3年間に大きな変化があっ

たといえるだろう O しかし，その変化は 2年次まで

教育課程を進めた時点ではどちらかといえば負の変

化であり，特に英語の必要'性については，入学直後

では看護の分野であまり必要でないまたは全く必要

でないと感じていた学生が全くいなかったのにたい

して 1年半後にはそのように考える学生の割合は

それぞれの技能別に見て 5%~15%にまで増えてき

ている。

また，図 lの英語にふれる程度と，図 5の卒業後

必要と思う技能を比較してみると，学生の英語学習

に対する考え方が，必要だと思うので英語にふれて

いるというわけではないことがうかカ宝える O もしそ

うであるなら，必要だと思う技能に対してよりふれ

ているという結果がでなければならないが，前述の

とおり，積極的に英語に取り組んでいる学生は少な

いことが判断できる。

しかしながら， 3年次になり卒業研究や実習にふ

れるにつれて，改めて英語に対する認識が変わって

きていることもうかがえる O 途中の段階では，学生

の意識は，学業のための英語学習，つまり進学する

とか，学業を続けるために英語が必要なのであり，

卒業後は必要ないと考えているが，それが次第に実

際の場で使うための英語学習という認識に変わりつ

つあるのではないかとも推測される O 学生が在学中

に，早くこのような認識に変わることができるよう，

教育課程において積極的に，卒業後も継続的に英語

を学習する必要があるという ESPの認識を学生側に

持たせるような指導が必要であると考えられる O

(2)進路別の比較について

学生の進路希望による違いは，進学志望者は就職

希望者より，漠然とした英語の必要性をより強く感

じているにすぎないと考えられる O ただし，技能別

必要性における読むという技能に対する姿勢は，進

路別で違いが現れているといえる O

結論

専門教育を重ねてくると，その専門教育に合わせて

英語の必要性がより明白になると仮定されたがそうで

はなく，全体的に英語の必要性に対する認識が薄まっ

ていることが明らかになった。言い換えれば，大学英

語教育においてESPは発達していない，といえるかも
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しれない。寺内¥)が法学部の学生を対象に行った研

究においても同様の結果が得られており，その研究に

おいても法学部の l年， 3年 4年の学生のうち，

ESPを一般教養の目的としたらよいと考える学生は10

%前後にすぎず，その割合に学年間の差はない。英語

教育と専門教育の連携がうまく言っていないと考えら

れる O

大学英語教育におけるESPの現在の問題点は，大学

における英語教育の重要性は認めているが，その目的

がはっきりしていないため 漠然とした必要性しか感

じられなくなっているところであると思われる O 目的

をどのように設定するか，という問題に取り組まない

限り，学生にとって，語学は必要だと思うが，どのよ

うに必要かはわからない，という状態が続き，従って

適切な学習方法が発達できないままとなってしまうの

ではないだろうか。

今後はさらに，他大学など看護教育を行っている施

設において幅広く調査を行い，今回の研究が看護教育

課程一般にあてはまることなのか，検証する必要があ

るO また，実際に医療の現場に従事している看護職の

意見等により，看護教育課程におけるESPの到達目標

をどのように設定すべきか， ESPの考え方から，より

専門教育にそった英語教育の在り方を検討する必要が

あるだろう O そのうえで，在学期間に学生にどのよう

にESPの必要性を認識させればよいか，具体的にカリ

キュラムの目標・目的をどのように設定すればよいか，

具体的な指導案の考案が必要である O
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An investigation on the language attitudes change of nursing students 
from the viewpoint of ESP (English for Specific Purposes) 

Naoko MOTOOKA. Hiromi KA W ASAKI 

Department of Nursing， Hiroshima Prefectural College of Health and Welfare 

Abstract 

ESP (English for Specific Purposes) involves English language research and instruction designed for students or 

working adults to the language and language contexts of a particular major or occupation. English education at 

universities or colleges must be， more or less， influenced by the students' specialties. 

The previous study shows what students need is different from what teachers think students should learn. In 

order to investigate the students' attitudes toward English， questionnaires are given at three periods of their 

three year college life. This paper analyzes the changes of the students attitudes after one and a half year's 

college education and also the changes made by three years' nursing curriculum. Moreover， it reports the differ-

ences between the students with different intentions after graduation. 

It is concluded that English education in nursing curriculum has only vague purposes， which seems to be a 

serious problem. 

Key words : English education， nursing curriculum， ESP (English for Specific Purposes)， post graduation planning. 
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