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Abstract

　This paper describes an effective use of a combination of digital means, such as Moodle, iTunes, Audacity and 
others, and conventional educational means, such as handwritten answer sheets and portfolio evaluation. Many 
educational tools based on educational technology and web-based learning are currently used in classrooms, 
however, a hybrid use of digital and analog means would be more useful to create an effective classroom learning 
environment. Among several practices the author employed in the first semester, the use of Audacity in self-
learning and portfolio evaluation were especially well-received by the students. This paper also introduces 
students’ opinions concerning these ideas.
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1．情報演習室を利用した英語授業の実践
　筆者は2009年度前期，担当する英語授業の一部で

情報演習室１）を利用した授業実践を行った．ここ

ではLearning Management System（LMS）の１つ

であるMoodleを用いて教材や補助資料などをオン

ラインで提示し，またiTunesやAudacityといった

フリーウェアを活用することで，普通教室では実現

し得ない多くの活動を盛り込むことができたと考え

ている．

　この授業は大阪工業大学工学部10学科の共通科

目２）の１つとして開講している「キャリア・イン

グリッシュＩａ」であり，TOEIC対策を主眼とし

た２年次以上配当の科目である．工学部開講の２年

次以上の英語科目はネイティブ教員担当の科目を除

き１クラスの定員を50名としているが，昨今の社会

情勢から学生の多くがTOEICに関心を寄せている

ようである．曜日や時限にもよるが，とりわけ２年

次配当の「キャリア・イングリッシュⅠａ/ｂ」は

例年，履修を希望する学生を抽選によって絞り込み，

定員上限である50名ちょうどで開講されることが多

い．筆者が担当する月曜３限／４限３）のいずれも

受講登録者数は50名で，全てが２年次の学生である．

　また筆者が担当するこれらの授業は「中級」とし

て開講され，その他の教員が担当する月曜１〜２

限，および木曜１〜４限の同名の科目はすべて「初

級」として開講されている４）．初級と中級は重複し

ない時間帯に開講されているが，カリキュラム上は

同一科目として扱われており，習熟度や試験成績等

によってクラス分けを行うのではなく学生自身の判

断によって自由に選択することができる．ちなみに

筆者の担当クラスのシラバスには「受講開始時点で

の英語力や過去のTOEICテスト受験経験の有無は

問いません．チャレンジ意欲のある学生諸君を歓迎

します」と記載している．初級クラスとの学力差を

比較測定していないため確証はないが，第１回の授

業で実施した教科書収録のMini−Testの結果５）から

判断すると，受講生の中には必ずしも中級とは言え

ない層もいるようであった．

　筆者以外の教員が担当する初級クラスは普通教室

またはLL教室で実施されており，教材は担当者ご

とに任意のものを採用している．筆者のクラスで採

用した教材は成美堂の『TOEIC（R）テスト　イン

テンシブ　トレーニング【テキスト】』と『TOEIC（R）

テスト　インテンシブ　トレーニング【単語熟語

集】』である．これらは平成16年度に山口大学が採

択された特色GPに基づいて作成されたものであり，

過去に山口大学のTOEIC関連科目で全学部一斉に

採用されたものである．【テキスト】はTOEICの試

験問題３回分以上に相当する分量があり，一般に

TOEIC対策用として用いられる大学英語教科書の

中では異色の240ページもの分厚さを持つものであ

る６）．成美堂の営業担当者によると，【テキスト】

と【単語熟語集】の両方が採用されることは少ない

とのことであったが，【単語熟語集】は【テキスト】

に完全準拠しており，辞書代わりに利用すると【テ

キスト】での学習が円滑に行えるとの判断から，筆

者のクラスではこれら両者を採用することにした．

またこれらは成美堂の資料によると中上級レベル，

目標TOEICスコアは500点となっており，受講生の

様子からするとややレベルが高めの教材であったた

め，リスニング問題のスクリプトや長文の和訳など，

随時必要と思われる補助資料を配布した．

　この教材は授業時間内のみならず，かなりの分量

を授業外での宿題や復習として受講生に課しながら

進めていったが，半期14回の授業で教科書を7割強

まで終えることができた７）．これまでの筆者の授業

経験と比較しても分量的にかなり多く，また相当速

い進度であったが，これは情報演習室でのパソコン

環境を利用したデジタル的な手法と，パソコンや

サーバ環境を利用しない，時には紙ベースのものも

多用したアナログ的な手法を適材適所かつ臨機応変

に使い分けることによって到達できたものであると

考えている．

　語学の授業を情報機器によって実施する場合，こ

れまではLL機器が活用されることが多かった．現

在でもLL教室は大宮キャンパスには１教室あるが，
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特に１年次科目においては学科人数を２〜４クラス

に分割して同時間帯に開講していることから，時間

帯によっては10クラス以上が同時に開講されてお

り，教員の利用希望が重なってしまうことも少なく

ない．また現有設備はかなり老朽化が進んでいる上，

リスニングなど音声素材を生かした学習用メディア

にはカセットテープが利用されている．しかしこれ

を再生できる機器を個人所有する学生は，2009年現

在ではほとんどいないため，教室外での予習・復習

などの学習をさせにくい状況となっている．その

点，情報演習室など個別にパソコンが利用できる環

境の場合，課外学習用・復習用に音声データを配布

する際にもデジタルデータならではの扱いやすさが

あり，図書館の自習用PCや各学生が所有するパソ

コン環境，携帯電話，携帯音楽プレーヤーなどを用

いた教室外での学習可能性を一層高めることができ

る．また外国語の習得には多量のインプットが必要

であるが，とりわけ聞き取り能力の養成に繋がる音

声素材がインターネット上に豊富にある点など，情

報演習室を利用した授業の方が圧倒的に自由度が高

いということには疑いようがない．

　情報演習室は大宮キャンパスには８教室が設置さ

れている．しかしこれらの利用は当然のことながら

情報処理科目やコンピュータ環境を必須とする工学

部専門科目での利用が優先されるため，LL教室の

場合と同様，英語科目を担当する教員が希望する時

間帯にいつでもこれらの教室設備を自由に利用でき

る状況にはない．現状では英語授業でこれらの設備

を半期あるいは通年の授業教室として利用する教員

はほとんどおらず，多くても各年度１〜２名程度で

あるが，今回の筆者の実践は2009年度担当時間割を

決定する2008年秋頃から情報演習室の利用を見込ん

で調整を行ったことにより実現できたものである．

２　デジタル的手法による教育・学習支援
　TOEICは４パート100題のListening Test（45分

間）と３パート100題のReading Test（75分間）か

ら構成される．本授業ではこれら全てのパートを満

遍なく学習させたが，情報演習室を活用した授業形

態はとりわけリスニング問題の学習を展開する際に

有効であったと考えている．以下，情報演習室での

パソコン環境を利用することで実現できた取り組み

を紹介する．（1）は情報伝達を効果的に実現するた

めの枠組み，（2）〜（4）は教科書２点を利用した学

習を支援する手法として授業時にやや長めの時間を

割いて説明し，繰り返し利用させたもの，（5）〜（11）

は教科書以外の学習素材・学習ツール・資料として

授業時に簡単に紹介したものである．これらの中に

はTOEIC対策の授業には直接関係しないものも含

まれるが，各学習者が好む学習スタイルを自ら確立

することが英語学習への全般的な動機付けに繋がる

ことを期待して本授業に組み込むことにした．

（1）	 Moodleによる授業用サイト

　Moodle（http://moodle.org/）は近年世界的に利

用されつつある無料のLMSであり，ネットワーク

を介し授業支援や学習支援のための統合環境として

利用できるシステムである８）．筆者自身は2006年頃

からMoodleを試験的に利用しており，その取り組

みの一部を井村・神谷（2007）で報告したが，その

後大宮キャンパス所属の英語教員（非常勤講師を含

む）が担当する授業の一部で，補助資料や学習コン

テンツの配信のためにMoodleを有効に活用してお

り，とりわけ試験前などにはこれらの資料等を求め

る受講生らが昼夜を問わず頻繁にアクセスしてい

る．

　英語研究室ではMoodleを導入する前からも，一

部の教員が授業の補助資料やインターネット上の学

習コンテンツをまとめたウェブサイトを作成して学

生に提供することはあった．しかし当時はHTML

やホームページ作成ソフトを使い，完成したものを

FTPでアップロードするという手法をとっていた

ため，ある程度のITスキルのある教員しか利用で

きなかった．また公開コンテンツへのアクセスを受

講生に限定することも困難であった．Moodleはサー

バ環境で利用されることから，その導入には関係各
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部署への要請や様々な試行錯誤を必要としたが，ひ

とたび運用を開始し，各授業用のコースを設定して

しまえば，特段のITスキルを必要せずとも一般の

英語教員がWordで作成した補助資料などをきわめ

て簡単にアップロードし，オンラインで容易に，し

かもアクセスログを残しながら受講生のみに限定し

て配布できるという利点があった．しかしMoodle

が情報演習室などのパソコン環境で対面式授業と組

み合わせて利用されたことはこれまでになく，今回

が初めての実践となった．

　本授業で利用したMoodleサイト（http://www.

oit.ac.jp/ip/eureka/）は井村・神谷（2007）での経

験を参考に，筆者研究室内のWindows XP環境のパ

ソ コ ン にMoodle packages for Windows（http://

download.moodle.org/windows/）を導入したもの

をサーバ専用機とし，情報センターの協力のもとリ

バースプロキシを用いた仮想的なサーバ統合によっ

て運用している．これはどちらかと言えば小規模か

つ実験的な環境ではあるが，本授業で実践した範囲

では特に目立った問題は発生しなかった．運用面で

の工夫としては，ユーザ登録作業の簡略化および個

人情報を可能な限り保護するため，教務データの学

生番号，氏名ローマ字データ，そして初期パスワー

ドとして生年月日８桁を加工したデータを管理者側

で一括登録し，学生自身ではユーザ登録は行えない

ようにした．またゲストユーザへの開放も行ってお

らず，パスワードは任意のものに変更するように指

示している．

　このようにして半期の授業期間，毎週Moodleサ

イトの情報を更新しながら授業を進めていったが，

結果的にMoodleサイトは専ら資料配付用途にのみ

利用した．つまりLMSの醍醐味とも言えるテスティ

ング機能は全く利用していない．この理由について

は後述する．

（２）	 音声ファイルの効果的な利用

　採用した教科書２点には，合計４枚の学習者用音

声CDが添付されていたが，各学生が自由にパソコ

ン環境を利用しながら学習を進めていく際，CDを

入れ替える作業は手間がかかり，また時には学習を

妨げる要因となることが予想されたため，全ての音

声CDに収録されている内容をデータ化９）してCD−

ROMに収め，教室内で順番に回しながら各学生の

USBメモリ10）にコピーさせた11）．

　続いて，各自のUSBメモリをパソコンに差した状

態で，音声ファイルが納められているフォルダ全体

をiTunesのミュージック・ライブラリにドラッグ

＆ドロップするように指示した12）．

図１　本授業専用のMoodleサイト
Fig.1　Moodle site for this course

図２　iTunesの動作画面
Fig.2　iTunes　　　　　

　以上の手順により自動的にフォルダ全体の内容が

iTunesに読み込まれ，４枚のCDをいちいち差し替え

ることなく，簡単に各ファイルの音声を聴く練習が

行えるようになった．加えて４種類の教材，すなわ
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ち冊子体の教科書２点とそれぞれの付属音声を有機

的に結びつけた学習が可能となった．

　具体的な例を示す．TOEICのPart 4 形式の問題

のように一定以上の長さがある音声を聴き，続いて

選択肢を４つ聴いてから解答を選ぶというような問

題形式は，とりわけ英語に苦手意識を持ち，また

TOEICの問題解法に不慣れな多くの学習者にとっ

ては解答が非常に困難であり，集中力を持続させる

ことさえ難しい．しかし【単語熟語集】は難易度の

高い単語や熟語などを【テキスト】に出現する順番

で，日本語の意味とテキスト内容に限りなく近い例

文，さらにその和訳を添えて提示するという親切な

設計になっているため，仮に【テキスト】でPart 4 

形式の問題にチャレンジして，単語や熟語が分から

ない，聞き取れないという場合には，情報量を間引

いてある【単語熟語集】で当該ページの音声ファイ

ルを聴く練習を挟むことにより，聞き取り能力向上

への橋渡しを行うことができる．

　このように【テキスト】と【単語熟語集】を併用

して学習する場合，わざわざ２種類のCDを入れ替

えながら聞き比べるような作業は，その手間から考

えても，また限られた授業時間内での効率から考え

ても，到底学生に要求できるものではない．教室の

ようなどちらかと言えば強制力のある空間ならまだ

しも，教室外での学習でCDプレーヤーに複数のCD

を入れ替えながら学習するという熱心な学習者の姿

はほとんど想像しがたい．その点，デジタルデータ

に加工したものをiTunesのような再生ソフトにま

とめて取り込むと，別々のCDに納められた教材デー

タでもクリック数回程度の作業で自由に再生するこ

とができるため，学習効率は大幅に向上し，また教

材も一層有効に活用することができる．

　ところで，このようなiTunesを併用した教材音声

の再生は，LMSを利用した音声ファイルのストリー

ミング配信やマルチメディアを駆使したe−learning

教材と比較すると，ややローテクである感は拭えな

い．通常，音声ファイルがe−learning教材に組み込

まれる場合には学習コンテンツ内に組み込まれ，画

面遷移やクリックなどに従って再生されることが多

い．しかし教室内での学力格差がなかなか解消でき

ない現代の教育現場にあっては，臨機応変に授業展

開を変えることが出来る自由度の高い教材が必要で

ある．同じ教室という学習空間を共有しない完全オ

ンライン型での授業であればやむを得ないが，コン

ピュータを活用しながらも教員が授業展開の主導権

を握る対面式授業と組み合わせたブレンド型の授業

においては，ハイテクのように見えるe−learning教

材が必ずしも適切であるとは限らない．これまでの

e−learning教材コンテンツの多くは電子化する必然

性を欠いた電子紙芝居，自動ページめくり機であっ

たと揶揄する向きもあるが，現実の教室空間での学

生の現状に即して考えると，仮にコンピュータを利

用した学習が可能な形態であっても，本実践のよう

に紙媒体の教科書と，サーバ環境などに依存せず付

属CDを活用するという，いわばハイブリッドな方

法で教材を活用することによって授業を組み立てて

いく方が，指導する側にとっても学習する側にとっ

ても効率を高めることができるのではないだろう

か．

（3）	 オンライン辞書の活用

　学習者の多くは電子辞書を所有しているようであ

るが，せっかく個別にインターネットに接続された

パソコンが利用できる環境にあるのだから，オンラ

イン辞書を活用しない手はない．そこでMoodleサ

イトの冒頭箇所に「英辞郎 on the Web」とGoogle

へのリンクを張っておいた．

　「英辞郎 on the Web」は出版社アルクのウェブ

サイト（http://www.alc.co.jp/）上で提供されてい

る も の で，EDP（Electronic Dictionary Project，

http://www.eijiro.jp/）が制作する英和・和英デー

タベースを無料で利用できるようになっている．収

録語数は英和辞典の見出し語に換算して170万語以

上とされており，一般的な単語や連語のみならず，

イディオム，ビジネス用語，経済用語，法律用語，

特許用語，コンピュータ用語，科学技術用語，医学
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用語，固有名詞（組織名，企業名，人名，国名，映

画名），スラングなどが幅広く収録されている．

　一方，Googleはサーチエンジンとして有名である

が，この検索ボックスを利用することで英英辞典と

同等の機能が実行できることはあまり知られていな

い．検索ボックス内にdefine: と入力し，この後に

英単語を続けて入力すると，様々な辞書類での検索

結果が一覧表示される．

　英辞郎 on the Webは毎週多くの学生が繰り返し

利用していたようであるが，英英辞典には慣れてい

ない学生が多いため，Googleのdefine: の利用者は

少なかったようである．

（4）	 Audacityを用いた音声ファイルの

	 再生スピード調整

　TOEICは英語によるコミュニケーションができ

るまでに至っていないレベルから，Non−Nativeと

して十分なコミュニケーションができるレベルまで

を200問の問題セットによって判定するものである

ため，その中には平均的な中学生・高校生レベルの

英語力でも比較的容易に解答できる問題も含まれて

いる．Part 5 以降のReading Testでこのような問

題が出題された場合は設問を読みながら考えれば間

違うことはないが，Listening Test，特にPart 2 な

どでは，音声で聴いた場合には大変難しく聞こえる

ものの，その内容を文字起こししたものを提示する

と，多くの学生が難しいと判断したこと自体に愕然

とする程度の，非常に易しい問題が出題されること

が多々ある．

　もとよりTOEICのListening Testでは，自然な速

さで読み上げられる英文を聴いて即座に解答する能

力が要求されているため，文字で読み取れば非常に

易しい問題であっても，誤った解答を選んでしまう

ことが多い．書店に溢れるTOEIC対策本などでは

例えばPart 2 の問題の場合，最初の１語を必ず聞

き取り，あとは選択肢をみて決めるという解法テク

ニックが書かれているが，自然な速さの英語音声に

不慣れな学生の場合，どこまでが最初の１語である

かさえも気づかないことがある．

　そこで本授業では，リスニング学習支援のため

Audacityを利用して音声ファイルの再生スピード

を調整する方法を教えることにした．一般に音声

ファイルの再生スピードを下げるためにはピッチも

調整しなければならず，従来はこのための専用の機

器が必要であった．しかし現在ではこれをパソコン

上の無料のソフトでも実現することができる．

　Audacityはフリーウェアでありながらも非常に

多くの機能を持ったサウンドエディタであり，その

機能のうちの１つが再生速度を落とすものである．

ただしAudacityでは音声を再生しながらその場で

自由に再生速度を調整することはできず，再生速度

を落とす処理を行ったあとでそれを再生するという

手順になるため，操作性は十分良いとは言えない13）．

しかしこのような操作がフリーウェアで実現できる

こと自体が学生たちには新鮮だったようで，自宅の

パソコンにもインストールしたとの声が頻繁に聞か

れた．

　筆者には利用経験がないが，専用のCALLシステ

ムの中には再生中でもスピード調整ができる仕組み

が搭載されているものがあるようで，この機能を

使ったタスクが竹内（2008）で紹介されている．し

かしこういったCALLシステム専用の機能は，教室

外では当然利用できない．Audacityなどサウンド

エディタの簡単な操作方法を指導しておけば，リス

ニング問題のスピードが速くて聞き取れないと悩ん

でいるような学生であっても効果的な学習を行うこ

図２　Audacityの動作画面
Fig.2　Audacity　　　　　
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とが可能になる．後述するようにインターネット上

には無料でダウンロードできる英語番組が多数ある

ため，これらの任意の音声ファイルを自主的に加工

し，教室外でも積極的に聞き取り練習に励む者も現

れることであろう．

　とはいえ，スピードが速いというのは単なる思い

込みであり，いくらゆっくり再生してみても聞き取

れないと訴える者も少なくなかった．これは単なる

語彙力不足であるが，このように各学生の弱点がど

こにあるのか，すなわち語彙力不足で聞き取れない

のか，スピードに慣れていないのか，聞き取れてい

るのに意味がとれないのか（＝文法理解が不十分な

のか）を，きちんと自己分析させる機会を与えると

いう意味においても，スピードを落として聞き取る

練習を取り入れることは有意義であると言えよう．

耳を慣らすには繰り返し聞くという練習は至極真っ

当な方法であるが，現実にはそれではなかなか学生

はついてこない．

　Audacityの現在のバージョンの場合，15%程度ま

では速度を落としても音質上さほど気にならないよ

うだが，20%以上速度を落とすとかなり違和感のあ

る音質となる．また，常に受講生自身が自分の聞き

取りレベルにあった速度に落としたファイルを用意

するのは手間がかかる作業であったため，特に学習

させたい問題範囲を厳選し，あらかじめ速度を落と

したファイルを筆者の側で用意しておき，自然なス

ピードと遅めのスピード，時にはさらに遅めのス

ピードという形で同一ファイルのスピードを調整し

たものをMoodle上に載せておき，各自好みのスピー

ドで聴かせる練習も取り入れた．

（5）	 VOA	Special	Englishの紹介

　VOA Special English（http://www.voanews.

com/specialenglish/）とはアメリカの国営放送局で

あるVoice of Americaが英語を母語としない聴取者

のために放送しているラジオ番組であり，使われる

語彙数は1500語に制限され，また通常の３分の２の

読み上げスピードで放送される．近年ではインター

ネット上でもストリーミングまたはダウンロードに

よって聴取することができ，学習用途での利用も注

目されている．読み上げられる内容はそのままスク

リプトが入手できるため，プリントアウトし，その

音声を繰り返し聞く練習を行うことができる．内容

はテーマごとに多岐にわたっており，毎日更新され，

過去の放送も大量にアーカイブされているため，飽

きずに学習することができる．本授業ではこれらは

簡単に紹介する程度に留めたが，好んでこのサイト

を利用した者も多くいたようである．

（6）	 ポッドキャストの利用

　ポッドキャストとは一言で言えばインターネット

からダウンロードできる無料番組であり，英語学習

をテーマとするものも非常に多く公開されている．

iTunesはポッドキャストとの相性が良く，番組を

登録してダウンロードし，聴取するという一連の

流れが行いやすい．最近ではApple社の携帯音楽プ

レーヤーであるiPodなどを利用する学生も少なくな

いが，様々な英語学習番組をダウンロードし，携帯

音楽プレーヤーに転送しておくと通学時間などを有

効活用することができる．本授業では以下の３つの

番組を紹介し，自由に利用させた．
● English Aya Pod （http://www.ayapod.com/）
● English as a Second Language Podcast （http://

www.eslpod.com/）
● Brain Food 英単語編（ビデオiPod対応） （http://

station81.com/item.asp?itemid=646&program_

id=21）

（7）	 英単語学習サイト「ワードエンジン」の利用

　「 ワ ー ド エ ン ジ ン 」（http://www.wordengine.

jp/）はウェブブラウザ上で実行できるオンライン

学習サイトである．まずはV−Checkと呼ばれる語

彙力測定を行い，その結果に基づいて未知語だけを

Flash cards（パーソナル単語帳），Sight Words（眼

力単語ゲーム），Sound Bubbles（耳力単語ゲーム）

という3種類の学習ツールによって繰り返し学ぶこ
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とができる．未知語は少なくとも５回，最適なタイ

ミングで繰り返し出題される適応型反復学習システ

ムであり，学習が定着したと判断された単語は表示

されなくなり，定着していないもののみが繰り返し

表示されるようになっている．本授業ではこれらの

学習ツールの一部が利用できる無料お試しコースを

実施したが，多くの受講生が楽しんでいた．

（8）	 留学疑似体験（海外の大学講義のインター

ネット配信）

　近年，特にアメリカでは講義をインターネットで

公開する大学が増えており，これらを利用すると海

外留学の疑似体験を行うことができる．本授業では

動画で提供される講義へのリンクが豊富に掲載され

ているAcademic Earth（http://academicearth.org/）

とYouTube EDU（http://www.youtube.com/edu）

を紹介し，短時間ではあったが各自関心のある内容

を聴講させた．予想通りではあったが，彼らには相

当レベルが高かったようである．

（9）	 アルコムワールドの利用

　アルコムワールド（http://alcom.alc.co.jp/）はイ

ンターネット上の学習者コミュニティである．無料

会員登録を行うと個人専用サイトが用意され，学習

者同士の様々なコミュニケーションが可能になる

が，本授業ではこの個人専用サイト内にあるClick 

all in Eijiroという機能だけを紹介した．これは枠内

に任意の英文を貼り付けて処理を実行すると，どの

単語をクリックしてもその単語の辞書ページに飛ぶ

ことができる内容に変換される．この機能を使うと

インターネット上で入手した各種英文記事などを読

む際に一つ一つ単語を辞書で調べる手間を省き，時

間を有効に活用することができるため，場面や状況

によっては非常に便利なものとなる．

（10）	 Simple	English	Wikipedia

　 今 で は オ ン ラ イ ン 百 科 事 典 サ イ ト で あ る

Wikipediaは多くの大学生もよく知っているが，こ

の英語版にアクセスしようとする者はさほど多くな

いであろう．しかし英語圏の子どもや非英語圏の

英語学習者を対象として書かれた記事が50,000件以

上集まっているSimple English Wikipedia（http://

simple.wikipedia.org/）ならば，特に多読用素材を

探す際には有益であろう．

（11）	 その他の資料など

　Moodleサイトからは英語学習法関連で話題の

ページやTOEIC情報など，様々な記事へのリンク

を用意した．また本授業では英語教材として適切

と思われる書籍をいくつか紹介したが，これらの

書誌情報や書評を簡単に参照できるよう，オンライ

ン書店のAmazon.co.jpのサイトで各書籍を検索した

結果のURLにリンクを張っておいた．これまでに

も学生に勧めたい書籍を授業内で紹介することは

あったが，各自がさらに関心を持った場合に能動的

に参照できるようにしておくと動機付けとしても有

効であろう．これらのリンク先を訪問した場合には

Moodle上にログが残るが，後で確認してみると多

くの受講生が授業時だけでなく授業外の時間帯にも

頻繁にアクセスしていることが分かった．

３　アナログ的手法による教育・学習支援
　本授業は前節で述べたデジタル的な手法による教

育・学習支援だけでなく，アナログ的な手法も積極

的に取り入れていった．以下，その一部を紹介する．

（1）	 ポイント制による成績評価

　本授業では中間試験や期末試験は実施せず，成績

はすべて平常の取り組みによって評価した．半期14

回の授業を100％÷14回とし，１回の授業あたり７％

強の評価を行うものと決めておく．実際には１回の

授業での上限を６ポイント程度とし，さらに後述す

る質問カードの提出を加味することで，合計100ポ

イント満点とした．最終成績素点はこのポイントそ

のものである．

　毎回のポイント評価基準は授業内容等によって変
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動したが，教室内での取り組みで半分程度，小テス

トや予習復習の成果を残りの半分程度とした．大学

の授業の成績といえば，定期試験によって成績の６

割を決めるといった方法が採られることが多いよう

であるが，本授業での評価方法は毎回の小テストや

宿題がそのまま成績に加味されるため，受講生らに

とっては良いペースメーカーとなり，半期14回を通

じてよく学習してくれたと考えている．この獲得ポ

イント数は７回目終了時と14回目終了時にデータ

ベースソフトを用いて個人別スコアシートにまと

め，それぞれの時点までの全ての提出物と合わせて

返却した．

（２）	 ポートフォリオ型学習による宿題・自己分析

　ポートフォリオとはさまざまな学習の過程や成果

に関する記録を保存しながら進めていく学習方法で

ある．毎回の授業での取り組みや宿題として提出を

求める課題等には，何をどのように学習したか，解

けなかった問題を解けるようになるにはどのような

知識が今後必要か，今の弱点は何であるかといった

ような自己分析を行わせるための様々なアンケート

項目を毎回数問程度設けておいた．

　例えば英語の学習といえばまずは単語を覚えるこ

とであると思い込んでいる学生は多い．これはこれ

で誤りではないが，やみくもに同じ単語や例文を繰

り返し書くような学習で満足してしまっている者は

決して少なくない．TOEICの学習では単語の綴り

を繰り返し書く練習を取り入れたところで，直接的

にはスコアアップには繋がらない．また単語を覚え

る場合にも，それは受容できる語彙として覚えよう

とするのか，発信できる語彙として覚えようとする

のか，といった点からも学習方法を工夫する必要が

ある．

　濱岡（2008）は日々の学習記録をMoodle上で収

集する方法を紹介しているが，本授業ではこの点に

ついても，アナログ的な手法にこだわることにした．

受講生の学習記録を即座に集計して適切なフィード

バックを行うことができるなど，LMSならではの

利点があることは十分に承知しているが，LMS上

に書き込ませる方法では無味乾燥なテキストファイ

ルでしか情報を集めることができない．各自が調べ，

気になったことなどを自由に書き込みながらまとめ

ていき，あとで成長の度合いや反省点なども振り返

りやすいポートフォリオ型学習は現在のLMS上で

行うには機能的にも不十分であり，この実現には紙

媒体が何よりも便利である．

（3）	 個別の演習と質問カードの利用

　TOEIC対策の授業では解答させる練習問題数が

多く，また正解・不正解も学生によってまちまちで

あるため，特に教室内に学力格差がある場合，限ら

れた授業時間内に一斉に解説する場面を設けると

却って時間の無駄となり，また多くの問題をこなす

ことができないという問題がある．この解決に向け

本授業では，上述のような様々なデジタル的手法や

ポートフォリオ型学習を取り入れたため，毎回の授

業で最大20〜30分程度，各学生が自分のペースで個

別に演習を行う時間を設けることになった．

　個別演習の際には教室内を巡回し質問を受け付け

た．１クラス50名という人数の影響もあり，一人一

人に時間を割くことは非常に困難であったが，一定

の時間内に質問カードに質問を書かせ，回収してか

らまとめて解説する方法を採用したところ，多くの

質問が寄せられた．もちろんこれは質問カードの提

出が成績ポイントに結びつくという理由が大きいの

であろうが，個別には尋ねにくくても紙に書いて提

出するという方法ならば質問が集まりやすいという

のは，学会でのシンポジウムなどでもみられる光景

である．また学期途中からはオンラインでも質問

カードが提出できるようにした．これにより授業時

間外の復習時などでも疑問点を提出することができ

るようになった．これらの質問は翌週の授業で回答

した．



− 64 −

神谷　健一

（4）	 Moodleのテスティング機能を利用しない

	 小テスト

　TOEIC対策の授業では多量の問題に取り組ませ

ることが多いが，本授業ではMoodleで実現可能な

オンラインでのテスティング機能は一切利用せず，

教科書にある問題は紙ベースのまま実施させ，解答

は手書きの解答用紙や「手作り」のマークシートを

利用することにした．これはMoodleの問題作成機

能が非常に使いにくいためである．しかしこれは

Moodleに限ったことではなく，これまでに登場し

た多くのLMSで共通する事実である．

　現在はほとんど全ての教員が紙ベースで行われる

テスト問題をワープロソフトで作成するが，LMS

上でのテスト問題作成にかかる労力はワープロソフ

トでのそれと比べると格段に大きく，また多くの時

間が必要である．ひとたびLMSに指示文，問題文，

選択肢，正解，配点などを入力してしまえば，オン

ラインでテストを行うことができ，採点結果を即時

集計することができるのだが，これらの問題データ

の入力自体が一筋縄ではいかない．特にリスニング

問題では音声や写真画像なども問題中に貼り付けな

ければならず，これらを一つ一つMoodleに載せて

いく作業はきわめて緻密な作業と膨大な時間を必要

とする．またリーディング問題であっても，Part 7

形式は，問題ジャンルやレイアウトそのものが解法

への手がかりとなることが多いため，そのままの形

式でMoodleに載せないと意味をなさないことが多

い．また，特にPart 5 形式では 1 問ずつサーバ上

に保存しながら入力することになるが，クリックで

登録してから次の問題を入力する画面が出てくるま

での待ち時間が必要である．これはワープロ上で作

業する場合よりも遙かに効率が悪い．

　本授業では教科書の問題を元に，隔週で20問の小

テストを実施したが，問題用紙は教科書をコピーし

たものから切り貼りによって作成した．また解答用

紙は通常のコピー用紙に印刷した「手作り」のマー

クシートに記入させる形とし，終了後に回収したも

のは同様に「手作り」のテンプレートで採点した．

これは厚紙に貼り付けたマークシートの正解部分だ

けをカッターナイフでくり抜いたものをそれぞれの

解答用紙に重ね，見えているところが塗りつぶされ

ていれば横に印をつける作業を行い，あとで印の数

を勘定するという極めて単純なものである．

図４　「手作り」の採点用テンプレート
Fig.4　Handmade Rating Template     .

　この方法では一度慣れてしまえば１枚の採点に５

〜10秒程度しかかからず，100枚の採点でも長く見

積もって15分もあれば終えることができる．一見手

間のかかる作業のようだが，Moodleに問題データ

等を入力する作業と比べても極めて少ない時間と労

力で済む．小テストの結果は全て成績に反映される

が，これも印の数を全て数え上げて点数化するので

はなく，例えば正解16個以上で３ポイント，12個以

上で２ポイント，８個以上で１ポイントというよう

に集計し，換算後のポイントのみを記帳することで

作業の省力化を行った．

　どんな授業であっても100名の受講生を相手に隔

週で毎回20問の小テストを実施することは，教員に

とっては極めて大きな負担であり，このような要

求を満たすために，「本物」のマークシートによる

OMR採点や，情報演習室やCALL教室でLMSのテ

スティング機能などが積極的に利用される．しかし

筆者の環境でOMRを利用するには，事前に手続き

を行った上で学内保管場所まで出向いてからカード

リーダーを借り出し，これを台車で運んでこなけれ

ばならない．このような手続きを行っている間にも

「手作り」マークシートでならば採点用テンプレー
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トの作成だけでなく，全ての解答の採点さえも終え

ることができてしまう．またMoodleを含め現在普

及しているLMSで，通常のワープロや紙の切り貼

りと同程度の簡便な操作によってテスティングが実

現できる環境はまだ存在していない．Moodleでの

テスト作成を効率化する手法として濱岡（2008）や

神谷・山内（2009）の事例もあるが，本授業での実

践の範囲としては，わざわざ時間をかけて教科書の

問題をMoodleに入力するほどではないと判断した．

全ての教育・学習支援方法をデジタル的な手法にこ

だわるのではなく，臨機応変にアナログ的な手法を

取り入れることは，IT革命後の現代であっても十

分に意味のあることである．

４　学生の反応
　前節で述べたように本授業ではポートフォリオ型

学習を取り入れながら学生の取り組みを自己分析さ

せる機会を頻繁に設けていた．その際に併せて実施

した自由記述アンケートの内容から一部を紹介す

る．

　これらの自己分析やアンケートはいずれも可能な

限り詳細に書くように指示しており，きちんと書け

ていることを毎回の授業の平常点の１〜２ポイント

分としてカウントしたこともあって，非常に高い回

答率であった．

（1）	 音声ファイルのスピード調整に関して

　ほとんどの受講生が音声ファイルのスピードを落

として聴く練習を好んでいたようである．

●　−10〜−20ぐらいにすると，さすがに殆ど聴き

取れるように感じました．でも速くても遅くて

も，単語を聞き取れても理解できない部分はで

きませんでした．英文に慣れて英語のまま理解

する練習と語彙力が必要だと思いました．
●　１つ１つの単語がよく分かり，普段の速度より

も理解しやすい．発音もゆっくり聴き取れるの

で，焦らずに聴き取りの練習ができると思いま

す．単語力を身につけるのはもちろんのことで

すが，単語のつながり部分の発音が聴き取れる

ようになりたいと思います．
●　スピードが遅くなっても単語の意味や単語のつ

ながりがわからなかった．スピードを遅くして

聴いて分からない単語があったらすぐに調べて

覚えるようにします．
●　遅くした音声ファイルを聴いたりしてみたが，

やはり単語力が足りないのでわからないものは

分からなかった．そもそも単語の意味自体もか

なり忘れているので，まずは意味を学習してい

きたい．
●　遅くした場合，確かに聞きやすくなった．また

音声ファイルは便利だがパソコン利用が苦手な

私には使いづらい．リスニング学習するにも何

をするにも単語力をつけることが必要だと思っ

た．
●　遅くすることで聞き取りやすくなったが聞き取

れても単語の意味が分からない所もあった．リ

スニングを鍛えるために単語帳付属CDを繰り

返し聞き，同時に単語力もつけようと思う．
●　遅く再生することにより，単語１つ１つの発音

の特徴をとらえることができ，英語に少しずつ

慣れていけると思う．音声ファイルを使用する

ことで興味を引くことができ，意識的に聴こう

とするため，効果は高いと思う．英語を聞いて

日本語に置き換えて理解するのではなく，英語

で理解できるようにしたいと思う．
●　聞きやすかった．（−10%で）気持ちにゆとり

ができて，問題を解く際の焦りは軽減されそう．

単語と単語が繋がったように聞こえるところ

は，スピードを下げても内容理解しにくい．単

語のスペルと発音とをセットで覚えていく必要

があると思った．

（2）	 個別演習に関して

　これまで情報演習室を利用した英語授業の受講経

験がある学生は皆無であり，また最大20分〜30分程
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度とはいえ，個別の進度で学習を進めながら質問す

るというスタイルに馴染めた者とそうでない者の両

方がいたようである．まず，以下は個別演習肯定派

の意見である．

●　自習の時間があるとテストの見直しができるの

でとてもいいです．自習の時間を増やしてほし

いです．
●　今日の自主スタイルは楽しかったです．自分で

あいまいに思っていることを気軽に質問できる

のでよかったです．
●　自習はよかった．時間もちょうどくらいと思う．
●　勉強しないといけない時間の自習はやろうと思

えるのでいいと思う．文法が自信のあるところ

が多くまちがっていてショックを受けた．答え

を見て間違いを各自で調べるやり方は良いと

思った．
●　私は自習形式の方が自分のペースでできるの

で，自習の方がいいです．
●　家に帰ってからだと見直さない時もあるので，

答えをもらってから時間をもらえるとうれしい．
●　たまには自習の時間がある方がもう一度復習で

きていいと思う．

　個別学習を好みながらも，「家では見直さない」

というやや消極的な学生がいることが気になるが，

個別の質問件数も相当数寄せられていたため，この

ような学習スタイルは概ね好評だったと判断してい

る．続いて，以下は個別演習否定派の意見である．

●　小テストの解説を少しでもいいのでして欲し

い．自習形式の授業はちょっとやりにくかった

です．
●　授業なんだから自習時間は必要ないと思います．
●　勉強の仕方の話より，先生が英語を勉強してき

た中で，私たちがおぼえたらいいと思う英語の

構文などを教えて欲しいです．自習は家でする

ので，学校でする必要はないと思います．

●　あまり自習の時間は必要ない気がします．自習

の時間をとるにしても長くて15分の方が良いと

思います．
●　自由時間いらない．自主性に任せて先に進んで

欲しい．あと，授業中の私語が多すぎる．
●　自習スタイルはあまりよく思わないです．先生

がいるのだから課題を与えて欲しいです．正直，

自習はあまり効果がないように思われます．見

たところ寝たり他のことをしている人が目立つ

ので，単語の書き取りをやらせた方がいいです．

　大量の問題演習を行うという形式で授業を組み

立てている以上，個別の問題の解説はさほど丁寧

に行うことができない．しかし授業を聴くだけで

TOEICスコアが向上するというのはかなり甘い考

え方である．受講生各自の好みにあった学習スタイ

ルをなるべく早く見つけ出して欲しいと希望してい

たが，これは一部の者にはなかなか理解してもらえ

ないようであった．また，質問の機会さえも不必要

と考える者もいるようであるのは残念である．上記

のうち最後の意見は良好な教室環境を維持するとい

う意味で傾聴に値するが，他の学生に単語の書き取

りをやらせるということを要求していることから，

おそらくこの学生自身も自らの学習スタイルが構築

できていないのであろう．なお，インターネットは

非常に誘惑の多い空間でもあり，個別演習の時間に

学習と無関係のウェブサイトを見る者もいたが，こ

れは全て教卓側でモニターしており，目に余る場合

は警告を行った．

（3）	 学期終了間際の自己分析シートから

　学期終了間際の授業での宿題として「これまでの

授業で，TOEICのスコア向上に必要な学習ができ

ましたか？」（はい・いいえ）および「『はい』と答

えた者は，特にどの部分で向上できたか，『いいえ』

と答えた場合はそう答える理由を，できるだけ詳し

く書きなさい」というアンケートを含めた自己分析

シートを配布した．提出者は82名で，最初の設問は
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「はい」が74名，「いいえ」が８名であった．「はい」

と答えた者の多くは半期の学習期間を通じて各自に

あった学習スタイルの発見に成功し，また向上でき

た部分を詳細に報告してくれた．少ないながらも「い

いえ」と回答した学生がいたことは残念であったが，

やはり英語学習そのものへの関心が低い者もいたよ

うで，学習時間が不十分であったと指摘する者が多

かった．以下は「いいえ」と回答した学生の自由筆

記内容であるが，これらの中には学習できなかった

ことを真面目に反省している意見も含まれており，

「はい」「いいえ」の回答と前期終了時の単位認定・

不認定の間には全く相関はない．これらはあくまで

も自己分析によるものである．

●　向上に必要な学習をある程度はやったが小テス

トや宿題をやっていても，効果が目に見える形

で現れないので，しっかり学習できていないの

ではと思った．
●　「いいえ」と答えた理由は正直言って真剣に勉

強しなかったからです．前日にテストの部分だ

けを暗記という形でしかしなかったので，計画

を立てずに勉学に励まなかったので，いいえと

答えました．
●　スコア向上に必要なほどの学習時間をあてられ

なかったと思う．
●　自分で十分に予習や復習する時間がとれずリス

ニングなども向上した気がしない．
●　授業の復習が出来なかったので，結局は学習出

来ませんでした．
●　あまりTOEICの勉強に使える時間がなかった．

どうしても学科の専門科目に時間を使ってしま

う．
●　単語が圧倒的に不足していると感じた
●　課題が多くて忙しいと自分の中で勝手に決めつ

けてほとんど英語の勉強をしていなかったか

ら．

５　今後に向けて
　TOEICのスコア向上を目指すには授業時間だけ

では不十分で，それ自体を上回る個人の努力が必要

であることは言うまでもない．また大学設置基準に

従うならば，本授業は半期２単位科目であり，本来

は単位を取得することだけを目的としても単純計算

で授業時間に加え，その２〜３倍の自習時間が必要

なはずである．企業の英語研修を扱うプロリンガの

資料（http://www.prolingua.co.jp/toeic_j.html）で

は，例えばTOEICスコアを300点から500点に上げ

るには350時間の学習時間が必要であるとされてい

るが，これだけの学習時間を英語非専攻の学生に確

保させるのは非常に困難である．加えて，幅広い学

習項目・話題で出題されるTOEICの全体像をカバー

するのは週１回90分の授業はあまりにも少なすぎる

時間量であった．

　本授業では筆者の考える授業スタイルで利用でき

る理想的な教科書に出会えたこともあり，それぞれ

のPartに集中しながら，また時にはMini Testで全

体像をつかみながら，それぞれの学生が「ちょっと

難しい」と感じているところを，自身に最適な方法

で焦らずに繰り返し学習できるような環境作りがで

きたと考えているが，それでも宿題で手を抜いてい

る者や，自己分析が不十分であると感じられる者14）

も決して少なくはなかった．これらの学生をどう見

守っていくかが今後の課題である．

　幸いなことに本授業は2009年度後期も同じ教科

書，同じ受講生で継続するため，本稿執筆の傍ら，

さらに別の新しい取り組みに向けて準備を行ってい

るところである．いずれ機会があればこれらの新し

い取り組みについても報告したい．
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注

１）ここでは受講生全員が個別にパソコン端末を利

用できインターネット接続が可能な形態の教室

を指している．語学授業用に設計されたCALL

（Computer Assisted Language Learning） 教

室である必要はない．ただし本授業の実践に必

要なiTunes（http://www.apple.com/jp/itunes/

download/）およびAudacity（http://audacity.

sourceforge.net/）という２種類のフリーウェア

を情報センターの協力により，学内共用環境に

インストールしている．

２）工学部の共通科目は総合人間学系・総合理学系・

その他連携科目に分けられ，英語科目は総合人

間学系に含まれている．http://www.oit.ac.jp/

japanese/academic/eng/dept/education/

index.html

３）http://www05.ofc.oit.ac.jp/syllabus/syllabus/

search/SyllabusInfo.do?nendo=2009&kogikey

=1034800C0

４）2010年度からは工学部カリキュラム改革および

GPA制度の導入に伴い，初級と中級の区別を

行わないこととなった．

５）TOEIC全パートの形式を含めた40問．教科書

収録の問題であるため事前に目を通してきた学

生もいるかもしれないが，各自１問１点で自己

採点させたところ最高28点，平均14.6点，最低

５点，標準偏差4.2点，出席者は98名であった．

６）日本国内で出版されている大学英語教科書を利

用した授業の場合，100ページ程度のものが半

期または通年の授業で利用されることが一般的

である．

７）もとよりこの授業はカリキュラム上，通年での

履修を前提として設計されており，前期に終え

られなかった範囲は後期に継続利用する計画で

あった．加えて，同じ問題に繰り返し取り組ま

せ，確実に実力アップにつなげるという意図か

ら，後期の授業では同一教科書をTOEICのパー

トごとにまとめ直し，ランダムに並べ替えたも

のを教材とする計画であった．

８）大阪工業大学では情報センターを中心に，

Moodleの全学的な運用が今後計画されている．

９）iTunesのミュージック・ライブラリではアル

バム名やトラック名がリストに表示されるが，

大学用教科書に付属のCD教材などでは，こ

れらのアルバム名やトラック名を自動的にダ

ウンロードできるサービス（iTunesの場合は

Gracenote Media Database）上に登録されて

いない場合がほとんどである．今回の場合はモ

ノラル音声に変換した後，利便性を高めるため

にMP3タグエディタで識別しやすいアルバム

名とトラック名を書き込んだものを学生に配布

した．

10）各々の学生に与えられた学内共用環境での個人

領域は200MBであるため，ファイルサイズの

大きい音声データを配布するにはUSBメモリ

などの外部記憶媒体が不可欠である．

11）このようなデータ配布を行う際には著作権に細

心の注意を払う必要がある．しかし本稿での実

践事例は学生全員が既に購入している教科書に

付属する内容を，限られた授業時間内でも使い

やすいように工夫しているに過ぎない．このよ

うな実践方法について当該教科書の出版社に確

認したところ，特に著作権上の問題が発生する

事例ではないとの判断をいただいている．

12）学内共用環境で利用する場合などはiTunesの

環境設定で，「ライブラリへの追加時にファイ

ルを［iTunes Media］フォルダにコピーする」

設定が解除されていなければならない．この設

定を行っているとUSBメモリを差していなく

ても音声ファイルを再生できるようになるが，

大量のファイルが個人領域にコピーされてしま

う．これにより割り当てられた個人領域を使い

果たしてしまうと，不具合が発生する恐れがあ

る．

13）音声ファイルの再生速度を落とす作業を頻繁に

行う場合には，いわゆるテープ起こしのための
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ソフトウェアを利用すると便利であり，無料

で利用できるものとしてOkoshiyasu2（http://

www12.plala.or. jp/mojo/）があるが，このソ

フトウェアは学内共用環境に導入していないた

め，本授業では紹介することができなかった．

14）自己分析を求める度に毎回「単語を勉強する」

と答え，単語をどのように勉強するのかを明ら

かにしないなどがその典型である．
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