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CALLが外国語教育に及ぼす影響（２）

－教師は何をすべきか－

東矢光代

１．はじめに

先に東矢（2001b）は、ＣＡＬＬ（Computer-assistedLanguageLearning，

コンピュータ利用の語学教育）が日本における既存の外国語、特に英語教育に

及ぼす影響と課題について述べた。その中でコンピュータは決して万能ではな

く、学習者の脳への影響、情報処理の問題、動機付けや身体機能への影響を考

慮しながら、語学教育に導入・実践されるべきものであることを示した。では

ＣＡＬＬにおける語学教師は具体的な実践のなかで、どのような役割を担うべき

なのか。本稿では東矢（200lb）をさらに深める形で、ＣＡＬＬ教師の役割を英

語以外の教科での実践報告も参照しながら注'、DecisionMaker（決断者)、

Coordinator（コーディネーター)、Facilitator（活動促進者)、Professional

LanguageTeacher（プロの語学教師）という４つの側面から捉え、論を進め

ていく。さらにＣＡＬＬにおける重要課題である評価の問題、大学教育における

ＣＡＬＬ導入について考察する。

２．ＣＡＬＬにおける教師

2002年の新学習指導要領の目玉のひとつに｢教育の情報化｣が挙げられる。

沖縄県内の中・高等学校現場の英語教師を調査した小禄（2001）は、この学習

指導要領の導入に向けたハード面の準備が現場でも進んでいることを明らかに

した。しかし、この調査から聞こえてくる現場の声は「教師の経験･知識不足」

を危倶し、講習などによる教師のＣＡＬＬ能力育成の必要性を訴えている。緒方

(1999）の言うように「ある日、インターネットは突然学校にやって」きて、

｢一旦導入されると、『さあ、インターネットを授業で使いましょう！』という
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ことにな」る（以上ｐ､２２）のが、多くの教師が置かれる状況なのではなかろ

うか。

２．１ＤｅｃｉｓｉｏｎＭａｋｅｒ

「コンピュータ／インターネットは道具である」とよく言われる。道具であれ

ば「創意工夫（緒方、1999,ｐ､１９)」で、先生の数だけ、学校の数だけ、極

端に言えば生徒の数だけ使い方が広がる、夢の道具であるはずである。しかし

インターネットやパソコンを教室で利用することへのためらいや不安感は、根

強く存在する（緒方、１９９９；小禄、2001)。緒方によれば、インターネットの

教育的活用方法には「マニュアル」がなく、現場の教師が、それぞれの地域や

学校環境の中で、実際の生徒を目の前にして活用方法を編み出し、実践してい

くしかない、ということが教師を不安がらせているらしい。この不安を解消す

るためにまず教師に求められている大きな資質は、「決断（decisionmaking）

する力」だと筆者は考える。

決断の例を挙げてみよう。先の論文（東矢、200lb）で述べたように、コン

ピュータを教室に持ち込むには弊害もある。考慮すべき点も多い。だとしたら、

究極の選択として「コンピュータもインターネットも使わない」という選択も

ありえるはずだ。例えば牛山（2001）の総合学習実践は、体験による問題解決

を中心に据えており、パソコン・インターネットを使わずに、子どもたちの心

の成長を引き出している。一方、小学校での調べ学習におけるインターネット

利用の教育を論じる苅宿（2000）は、インターネット教育の抱える問題とし

て、「情報を見つけ出す難しさ」「見つけ出した情報の信頼性」「利用の際のロス

タイム」の3点を挙げている（ｐ２１～22)。筆者はＣＡＬＬ教師の育成を目指し

た演習征2のなかで、自らもＣＡＬＬの模擬授業を行い、学生にも模擬授業をさせ

ているが、この3点は大いに共感する所であり、特に「利用の際のロスタイム」

に関しては「こんなことなら従来のテキストを用いた授業のほうが、よほど効

率がよいのでは？」と思ってしまうほどであった（東矢、2000参照)。

現実には「コンピュータもインターネットも使わない」という極端な決断は、

学習指導要領に沿って教育を行なう学校現場では､2002年以降不可能になる。
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だからこそこの新しい道具を目の前にするとき、その機械のどのような機能を

どれだけの内容､時間で利用するかの決断を、教師はまずしなければならない。

教師はコンピュータをコントロールする立場にある。学習者のレベルやに合っ

たソフトやインターネット上の教材、言語活動の選定を行うのは教師である。

カリキュラムにどのように、どの時間配分で組み入れるかを決定するのも教師

である。

緒方（1999）は小学校から高校まで、「これつと・プラン」底3の参加校の取

り組みを、実践した教師のインタビュー結果を交えながら紹介している。この

実践報告を概観してみると、成功した例ではいくつかの大きな決断が適切に行

なわれたことが読み取れる。

まず最初に決めるべきことは､「コンピュータ／インターネットの導入によっ

て何を行ないたいのか」ということである。緒方はインターネットの機能を｢情

報収集」「情報発信」「交流」の３つに大別しており、この3種類の機能の取り入

れ方（順序･バランス･利用教科）は各学校千差万別であると報告している。

実際にこれつと・プランでインターネットを導入してみても、「先生が使う目的

をはっきりさせて活用しないと（p,３７)｣、クラスを盛り上げてそれを持続して

いくことは難しく、「先が見えない」と壁を感じる教師もいる。この状況は、も

ちろん中学校以上の英語教育にも当てはめることができる。

使う目的をはっきりさせる作業には、あえていくつかの機能を利用しないと

いう選択が含まれる。例えば、名古屋の稲西小学校では「情報発信の場面で活

用するには、かなりの技術力が必要になり、小学校でそこまでやるべきだと思

えない（緒方、1999,ｐ､６０)」という理由から、ホームページも含め、コン

ピュータを利用して発表する活動を取り入れていない。福井県の長畝（のうね）

小学校でも担当者は「必要のないところにまで、コンピュータやインターネッ

トを使わないでくださいと先生方に説明（緒方、1999,ｐ６３)」しているとい

う。インターネットを「調べる道具の選択肢」のひとつと位置付ける宮崎市の

本郷小学校では、有害情報をコントロールするために、教師のコンピュータだ

けをインターネットに接続し、子どもの自由なアクセスを規制する方策を採っ

ている。
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特筆すべきは、決してインターネットを導入した当初から、このような機能

選択、目的の明確化の作業がうまくいっていた学校ばかりではない、という点

である。その学校が導入以前にもっていた教育の個性（例えば調べ学習や問題

解決型学習）がベースにはなることは間違いないが、利用していくうちに「こ

の機能は活用できる、活用できない」という選択・決断がなされ、試行錯誤の

うちにうまく取り入れた現場があることもまた事実である。そのような意味で

コンピュータ利用の教育は、教師に、過去に見られなかったほどの決定権を与

えるといっても過言ではない。そしてそれは翻って語学教育を中心に据える

ＣＡＬＬにも言えることである。

ＣＡＬＬに関する意志決定のなかには､｢教材作成にどの程度時間とエネルギー

を裂くべきか、またどの程度が現実的か」という問いかけに対する答えも含ま

れるべきである。独自の環境の中の、独自のニーズおよび到達目標に合わせた

ＣＡＬＬを行なうとしたならば、「独自の教材（すなわちソフトウェア）をつくろ

う」という気持ちが出てくるのは当然であろう。しかし苅宿（2000）が「45分

の授業で使うソフトを作るために何十時間もかけることの非常識さ（p､５４)」

と述べるように、お金も時間も労力もかかるプログラム作成には、慎重であっ

て然るべきではないか。その数十時間で何か別のことができないだろうか、効

果が上がる方法は他にもないか、吟味した上での意志決定が望まれる。

もちろん筆者は独自の教材のすばらしさを否定するわけではない。下位群学

習者のＣＡＬＬ学習での効果を報告する川成（1999）では、発音の波形のよう

な視覚を使った情報提示によって、今までの教師の説明ではわからなかったと

ころの理解が促進され、学習効果が高まった可能性が示唆されている。しかし

ながら、プログラミングの専門家ではない語学教師が、本来の語学の教授のた

めに行なう労力や準備時間を脅かされることなくプログラムを組むことが不可

能なのは、明白である。出来上がったソフトを利用しての語学教育が、本当に

それだけの効果を上げるものなのかよく考慮しなければ､「子ども達のための授

業なのに、子どもたちを忘れていた（苅宿、2000、ｐ５７)」という結果になり

かねない。独自の教材作りだけではなく、既成のソフトや、他校で開発された

教材をうまく利用する選択肢も考えたい。
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ＣＡＬＬの特性を理解し、割り切って利用することによって効果を挙げている

と思われる久留米工業大学では、工業英語のソフトを用いたＣＡＬＬ授業をカリ

キュラムの中にうまく位置付けており、担当の山内ひさ子先生もカリキュラム

に組み入れてコンピュータを利用することが効果的であると指摘している（東

矢、2001ａ参照).

現在コンピュータ／インターネットを利用した教育を効果的に利用している

実践報告には、小学校および大学レベルが多い．小学校においては「総合学習」

の時間など、活動内容を教師の裁量によって自由に決定し、その中にインター

ネットの利用を含めることができる。この点について、苅宿（2000）は、「イ

ンターネットやコンピュータの教育は、教師に、教科に縛られない横断的な学

習の展開をデザインできることを求めているのである。（ｐｌ７)」と述べている．

小学校では基本的に全ての教科を1人の先生が教えるため､教科の壁を超えた授

業内容・展開が可能である。時間割も融通が利く。こう考えると、大学も同じ

ような条件が整っている。教科内容の専門性という点では小学校と異なるが、

カリキュラム編成が比較的自由で、教授内容・到達目標が教官の裁量によって

決定される点では小学校と似ている。だからこそ大学レベルのＣＡＬＬ実践は

中・高での英語教育に先駆けて盛んになったのではなかろうか。

翻って中・高等学校では、卒業時点でそれぞれ入試・受験というハードルが

ある。その結果、試験内容が中・高で教えられるべき範囲を規定する。小禄

(2001）のアンケート調査ではＣＡＬＬを現場に取り入れる障害として、「受験と

の兼ねあい」は予想されたほどのインパクトを示さなかった。むしろ「カリキュ

ラムとの兼ね合い」を懸念する結果が出た。しかし見方を変えると、カリキュ

ラムは往々にして、受験の際必要となる学習内容を反映しているはずである。

日本でのＣＡＬＬを考えるとき、取り組みが難しいのはやはり高校だろう。それ

は緒方（1999）の調査による大阪府立住吉高校の先生の話からも伺える。

2.2Ｃｏｏｒｄｉｎａｔｏｒ

２番目に取り上げたいのはＣＡＬＬ環境を整えるCoordinator（コーディネー

ター、交渉人）としてのＣＡＬＬ教師の役割である。この項では「学外との交渉」
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と「学内での交渉」の２つの側面を考察してみたい。まず「学外との交渉」と

は、特にインターネットを利用したＣＡＬＬの場合、以前は閉鎖されていた教室

あるいは学校という空間を飛び出すという特性に伴なう役割である。ここでは

特に、ホームページの作成・公開と電子メール交流の２つのタイプの実践につ

いて考える。

ホームページを作成・公開した場合、思わぬ反響があってそれが学習者のや

る気を起こさせ、新たな授業展開を生むことがある。これは好ましいできごと

であるが、ホームページは不特定の読者に対して公開しているので、反響も好

意的なものから批判的なものまでありうる。またホームページに対して反応が

あった場合、相手に対する対応、その後の展開についても教師が中心になって

活動する必要がある。また公開したからといって、すぐさま多くの反応がある

とは限らない。そのような場合は、交流相手を探して読者を設定するとか、他

のページとリンクを張ってもらうなどのＰＲを行なわなければ、「ただ作っては

みたけれど…」という結果になりかねない。

ホームページに比べ電子メール交流は、最初から相手を特定できる点で実際

のコミュニケーションにより効果的な印象を受けるが、やはりCoordinatorと

しての教師の介入が大切である。クラス単位で外国と交流を行なう場合、同じ

ような教育目的や信念をもって実践を重ねる相手教師およびクラスを見つける

ことが必要だが、決してやさしくはない。さらにいざ交流相手が決まっても、

実施期間の調整、交信目的の明確化、交信に対する教師の指導がなければ、交

流は尻切れトンボに終わってしまう。その様子を山内（2000）は「指導教師に

よるメール交信に対してアフターケアがなされない場合、学生同士の交信はほ

とんど期待できない。（pb53)」とまで言い切っている。チャットや遠隔通信シ

ステムなど同期コミュニケーションの場合は、時差も考慮に入れなければなら

ない。（皆川、1999も参照)。

交渉は学外だけではない。効果的なＣＡＬＬ実践のためには、学内でも人的リ

ソースのcoordinateが必要である。まず、コンピュータの利用は英語に限った

ものではないので、他の科目との横断的な利用を模索するのも一計であろう。

教科の専門性にとらわれることなく、教師の個性が発揮されている小学校での

－１１８－



実践が、そのよい例である.また最近、教育現場での情報教育強化にともない、

デジタル・コーディネータと呼ばれるスタッフが学校に入っているところもあ

る（緒方、1999)。例えば、熊本大学付属小学校の前田先生（東矢、200lb）の

例では、先生はもともと美術を専門としていたが、同校の情報教育実践の取り

組みに際して、授業をまったく受け持たず、英語教師と連携して英語および異

文化理解教育にコンピュータを取り入れた、効果的な実践を行なっている。デ

ジタル・コーディネータは情報教育の技術的な部分を受け持ち、教師の要望や

アイデアの実現に手を貸したり、可能な実践内容の提案を行なう存在である。

筆者は1997年のエッセイ以来、このようなスタッフとの連携によるＣＡＬＬ実

践を夢見てきた（東矢、１９９７；2000)。

学内で教師が取り組むべきことのあと一つに、適切な環境設定のための交渉

がある。山内（2000）は英語圏との電子メール交流実践の中で、成功する鍵の

一つとして「少人数クラス」を挙げている。特に英語でのコミュニケーション

能力（発言力）の高くない日本人学生に、ネイテイヴ・スピーカーである外国

人と電子メール交流をさせる場合、教師のきめ細やかな指導は欠かせない。他

の教科や学校の運営方針もあるだろうが、効果をあげるためにも少人数クラス

の実現に向けて交渉すべきであろう。

２．３Facilitator

Facilitatorは日本語で「(活動）促進者」という意味で、「援助者」「ガイド」

という言葉を使って表現している文献もある。言葉はどうであれ、ここで求め

られているのは「教えない」教師の姿である。実際は教えないわけではないの

だが、従来の一斉指導型･教師主導型の授業形態に慣れている人間の目には「こ

れでは教えているとはいえない」ように映るようだ。現代社会が教育に求めて

いる、生徒に「生きる力」をつけさせる教育を行なうという観点から見ると、

教育活動は「教える」教師中心ではなく、「学ぶ」児童・生徒・学生を中心とし

た授業形態に転換する必要がある｡そのような社会の要請と情報教育､特にネッ

トワーク教育の特性があいまって、「教科」という枠組みを薄れさせ、教師の役

割変更を迫っているのである。（赤堀、1993；大隅、1998ａｂ参照｡）
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「学ぶ主体である生徒を中心とした調べ学習」の究極の例が、神奈川県藤沢市

教育センターのメディア教育部会の取り組み（藤岡・大島、1999）であろう。

小学校5年生にＬＯＧＯを使わせた田中教諭、キッドピクスを入れたコンピュー

タをボンと教室に取り入れた山中教諭､中学1年の理科で植物検索ソフトを導入

した萩原教諭の実践から伝わるのは、「援助者」として生徒と関わることの難し

さに樗然とし、自己の教育観を必死で再構築しようとする教師の姿である。彼

らの目指す「調べ学習」とは、生徒の興味や疑問を丁寧に拾い出し、それに沿っ

た生徒主体の学習活動を行なっていくことである。彼らの考えに照らすと、課

題を与えることすら「教師が生徒の主体性を奪っている」と見なされる。興味

深いのは、メディア教育の実践であるはずが、実際にはパソコンの効果的利用

法がメインの授業では既になくなっている点である。しかし同時に、パソコン

というメディアをクラスに導入したために、今までになかった変化が生徒に起

こり、教師がそれに対応する形で意識変革を迫られた様子も見て取れる。

自分たちの興味が強くなり活動に熱中すればするほど、教師の介入（説明や

課題の押し付け）は生徒にとって余計なものになる可能性が高い。生徒の興味

関心を大切にして最大限やる気を出させようとするなら、教師は彼らに下駄を

あずける覚悟が必要だろう。他に調べたいことがある生徒に、教師が「今はそ

れじゃなくて、これをやりなさい｡」と言ったとしたら、それはかすかに燃え上

がろうとした知的探究心に水を指すことになる。真に生徒の興味に沿った活動

を行なうならば、クラスでは、立ち上がって友達に尋ねに行ったり、自分の考

えについて友達どうしで話し合いを始めたり、一見無秩序な授業になることは

間違いない。このような授業は、今までの教師の目には「教師は何もしていな

い＝何も教えていない｣、「コントロールされていない」と映り、受け入れがた

いものだろう。しかし、程度の差こそあれ、ここで生徒を静かに椅子に座らせ、

一斉に教師の話に耳を傾けることが本当に生徒にとって「学び」になるのか、

という疑問がある。教師は「自分が教えれば、生徒は学んでいる」と錯覚して

いたのではないか、というのがこのメディア教育研究会の認識である。

ただし先の論文で述べたように、「生徒は各自の興味に応じて活動を進めて行

くし、コンピュータが教えてくれるから、教師は何もする必要がない」わけで
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はない。実際、安和（1995）は、生徒の主体的な学習を行なう目的でコース

ウェアを開発し、授業実践を行なったが、「(教師は）椅子に座っている暇など

片時もありません（p,119)」と述べている。

先の藤沢市教育センターのメディア教育部会の実践とは矛盾するが、筆者は

現在のところ、コンピュータを利用した授業においては、学習者に明確な授業

活動目標を明示し、彼らが没我状態に陥ったり、授業の本筋から外れるのを未

然に防ぐ必要があると考えている。実際に大学でＣＡＬＬを行なっていると、教

師の説明中にパソコンで自分の電子メールを読んだり、返事を書いたり、画面

上のトランプゲームを始めたり、関係のないサイトを見たりする学生が必ず存

在することに気付く。あるいはマウスをいたずらに動かしていたり、ウェッブ

ページを次々に切り替えて、何を見ているのか、読んでいるのかわからない学

習者もいる。このように常に漂流しているような状態の学習者を、ｏｎtaskの

状態に引き戻してやるのは、教師の役目だと考える。「その授業時間中勝手な活

動を行なう学生は、教官の提示した課題に興味が持てないから別の活動に熱中

してしまうのだ」と言えばそれまでだが、彼らがやりたい活動がその日の授業

に適切なものかどうか、判断し軌道修正してやる権利と義務が教師にはあると

思う。詰まるところ、課題をどのように設定するのか、教師主導か学生主導か、

教室の活動をどこまでコントロールするのかは、実践する教師の教育理念と柔

軟性そして環境に左右される部分が大きいであろう。これらもまたdecision

makingへとつながっていく。

同時に、Facilitatorである教師に必要なのは、共感し自らも学ぼうとする資

質ではないだろうか｡「先生より生徒の方がむしろよく知っていることもあり得

る」という、知識の力関係の逆転現象を生み出したパソコンやインターネット

は、教師の威厳を脅かす存在と見なされることがある。しかしこの逆転現象は、

教師と生徒が人間としてお互い学びあう場と可能性をも提供した。今までは教

授される知識は限られており、教師はその知識に精通して、それを生徒に受け

渡すだけでよかった。この構図では、先生は何でも知っている（もともと限ら

れた内容だから当然である）ので、教師と生徒の対話は教師→生徒の一方方向

（teach）であった。しかし現在、生徒はこの対話に耐え切れなくなっている。
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生徒は「双方向性の対話（communication）」を求めている。双方向性の対話

の前提には、批判されたり評価されたりする恐怖を感じることなく、自分の考

えを表現し、相手の意見を自分の知識背景に合わせて理解する人間関係が必要

であるが、教師が生徒の興味・関心・知識背景を理解することなく一方的な教

え込みを続ければ、communicationは成立しない。ネットワークの利用は、こ

のような双方向性の対話が起こりやすい環境を提供してくれる。それは美馬

(1998）の「不思議ボックス」実践に見られる科学者の態度や、「わからないこ

とはわからないと言えるようになった」という教師の言葉（緒方、1999）によ

く表れている。対象が自分より知識の少ない「生徒」だとしても、相手をよく

観察し、その考えをよく知り、その世界を共有しようとする態度が、教師に必

要である。

学習者の背景や持っている世界を理解し共有した上で、なおかつ、教師は

facilitatorとしての役割を果たすべきである｡テレビを野放しにしたのと同じ

状況をコンピュータで作り出すことは避けなければならない。学生･生徒が「何

を」見ているのかを一緒に体験し、その情報を「どう」処理すべきなのか（信

用してもよいのか、くだらないと立腹すべきなのか、感心すべきなのか、など）

の指標を示す必要がある。ＣＡＬＬでパソコンに向かわせ、ソフトにお守をさせ

てはその役目を果たすことにならない。その学習がどこに向かうのか、教師は

見つめて、必要ならば軌道修正させるべきである。またフィードバックのきめ

細かさにおいて、生身の教師のアドバイスは機械と比べようべくもないこと

(Armstlcng＆CasemenL2000）を忘れてはいけない。外国語における教師

の役割において、教師が通ってきた道、価値観を形成するに至った経験の数々

を生徒に紹介し、自己の体験の共有を促すことも、無論意義がある。ただし、

教師は「自分がうまくいった学習法だから、誰にでも効果的だ」と考えてはな

らない。「自分」という性格・信条・経験を持った「個人」に効果のある教授法

が、万人に効果的だという保障はどこにもないからである。過去において外国

語の学習が芳しくなかった学生は、今までの教授法、もしくは教師の価値観・

体験に合わないタイプの学習者であったかも知れず、それならば、例えば、到

達度の低い学生の方がＣＡＬＬによる学習の効果が高かったという川成（1999）
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の報告も、納得のいくものである。

２．４ＰｒｏｆｅｓｓｉｏｎａｌＬａｎｇｕａｇｅＴｅａｃｈｅｒ

コンピュータを利用したからといって、急に教え方が上手になるわけではな

い。それは「黒板とチョークだけで面白い授業ができる先生こそ、コンピュー

タやインターネットをうまく活用できる（ｐｌ９９)」という緒方（1999）に登

場する教師達の言葉に集約されている。ＣＡＬＬ教師も「語学教師」だという根

本的な認識を忘れないようにしなければならない。特にＣＡＬＬを行なうに当

たっては、decisionmakingにつながる以下のような資質を磨く必要がある。

①学習者のニーズ分析(needsanalysiJ:適切な達成目標や､やる気を起こさ

せる課題の設定には､学習者のニーズを把握することが重要である｡小･中

高では今まで､学習内容が細部にわたって指導要領で規定されていたため、

このようなニーズ分析は、現実にはほとんど行なわれて来なかった。しか

しその学習内容が2002年度の改訂で大幅に削減され､最低ラインだけが提

示される方針に変わった。最低ライン以上の内容は教師の裁量に任される

ため、このようなニーズ分析を踏まえた、補助教材や活動の導入は今後活

発化するはずである。

②クラスにコンピュータ利用の学習をうまく組み込む：ことばは最終的にそ

の向こうに存在する「対話の相手」を意識することが大切となる。三宮

（l998ab）の研究からもわかるように、同期の対面会話と非同期の電子

会議室の利用では、発生する言語特性や向いている言語機能が異なる。

ＣＡＬＬだけに偏ることなく、人間が存在するクラスの意義を見失わないよ

うにすべきである。

③ミスコミュニケーションや異文化摩擦を是正：教室、テキストを超えた交

流は、ミスコミュニケーションや異文化摩擦が起こる可能性を常に孕む。

堀内（1997）はホームページを作成・公開した学習成果の中で、bitchと

いうロゴに対する外部の反響・指摘から、生徒が、自らのストリート文化

に対する認識を改める経験をしたと報告している。このような事件を否定

的に捉えず、よい学習の機会として取り上げていくには、教師の語学力と
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異文化に対する見識が必要である。

④適切な評価（reliableevaluation）：評価を適切に行なうことは、学習者の

状態の把握や教材や教授法の適切さ、引いてはニーズ及び目標の再調整の

必要`性を知る大きな目安となる。しかしコンピュータ・インターネットの

導入が教育形態や教師の役割をも変えつつある今、評価方法も新たな視点

から捉えなおす必要がある。

３．ＣＡＬＬにおける評価

インターネットを利用した学外との交流体験は、教室での英語学習が、実社

会で通用するものだと学習者に認識させることができる。ここでいう教室内で

の英語学習と学外交流の関係は：

①教室で学んだことを使って学外で実践する場合

②学外での交流によって足りない能力を自覚し、教室での学習をその補填と

して行なう場合

の２つが考えられる。どちらか一つに固執する必要はなく、各学校の環境や生

徒の状況に応じて使い分けることが望ましいが、①の場合は「教室での学習」

を前提として学習されるべき内容が規定されているのに対し、②の場合は交流

体験の結果によって学習内容が規定されるため、その内容をあらかじめ把握し

設定することが不可能になる。クラスによって、学習者によって体験の内容も、

興味・関心を持つところも異なるため、同じものさしでの評価も不可能になっ

てしまう。

①は従来型の授業形態を踏襲しており、既定された学習内容の何パーセント

を習得したかで評価できる。学習者にとっての到達すべき内容が、文法、語彙、

理解度などの指標で表され、しかも内容が一様であるから、学習者同士を比較

して評価することもできる。それに対し、②は学習者に応じて到達すべき内容

が変わる。学習する内容が個々で違うため、比較評価もできず、一斉テストを

行なうのも難しい｡①のような学習形態で到達度を評価する場合は｢結果(pro｡‐

uct）」を評価しているのに対し、②のような学習形態では結果、あるいは作品

を評価するために、新たな基準が必要となる。
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結果を評価する評価法に対し､その結果を生み出すまでの｢プロセス(plocess)」

を評価しようとする試みがある。従来の結果評価は「プロセスが結果を生み出

す」という信念によって支えられてきた感がある。それは例えば調べ学習など

において、「うまくまとめた作品」を提出できる学習者は、よりよいプロセスを

通ってきた、という考え方である。しかし、文部省が打ち出した新しい学力・

知識観（｢生きる力」「問題解決学習｣）に沿った実践を、コンピュータやイン

ターネットを利用して行なった教師は、結果評価だけでは不十分であるという

指摘をしている。つまり、学習活動中の「創造性」「豊かな発想」「熱心に取り

組む態度」「活発な意見交換」「問題解決のための提案能力」は必ずしも「うま

くまとめられた作品」という結果に表れないことが判明しているのである（萩

原・井上、1999)。

逆に､結果だけが見栄えのよいものに仕上がってしまう危険性もある。

Ａｒｍｓｔｍｎｇ＆Casement（2000）によれば、あるテーマに沿ってインターネッ

トから情報や写真をダウンロードするのは、やり方さえ覚えればできるが、そ

の情報や写真はあくまで断片的な情報で、その文化的、歴史的、建築学的、科

学的意義まで含めた理解および情報の関連付けは、生徒だけでは難しい。つま

りカラー写真入でレイアウトの凝ったレポートを提出できたからといって、そ

の内容に興味を持って、深く理解したかどうかは測れないのである。

英語の学習においては、語学力をＴＯＥＦＬやTOEICなどの客観テストで測

定し、到達度を判断することが一般的に行なわれている。これらのテストはあ

る意味で、確かに英語能力を測定している。しかしこれらの測定結果は、実社

会においての英語のコミュニケーション能力を、どの程度正確に反映している

だろうか。大学で英語教育に携わる身として、かなり高い語学力を持つ学習者

から「洋画を見たときにジョークがわからない」という相談を受けたり、アク

セントが聞きづらく、大して語鍵力がない学生でも身振り手振りを交えながら、

留学生とうまく付き合っていっている例を目の当たりにしたりすると、ふと疑

問を覚えることがある。
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４．大学におけるＣＡＬＬ

生きる力や問題解決能力の育成は、情報教育だけに課せられた課題ではない

はずだが、ネットワーク利用を中心とした情報教育はこれらの能力育成にその

効果が大きく期待されており、英語という教科においてもこの目標は少なから

ず影響を及ぼす。そして大学は、近い将来、以前と異なる情報能力や思考体系

を持つ学生を受け入れることになる（東矢、200ｌｂ参照)。小・中・高におい

て「生きて働く力｣、すなわち社会の変化についていく能力、問題解決能力、主

体性をもった生き方の育成（赤堀、１９９３；緒方、１９９９；藤岡、1998a）を目

指す教育が行なわれる中で、大学はいわゆる基礎学力の低下とどう向き合うか

を模索しなければならなくなる。

「基礎学力」とは、それを基礎にして自分で学んで問題解決を行なっていくた

めの能力と考えられるが、具体的には「読み」「書き」「計算」のような形をと

るであろう。ならば英語における基礎学力とは伝統的な学力観に則って、「文法」

｢つづり」「発音」「語薬力」を指すことになる。

基礎学力なくしては応用・実践がありえないことは衆目の認めるところであ

ろうが、問題はそれだけではない。生徒・学生が基礎を実践に応用する力も、

極端に減退している。「科目」という枠組みの中で、充分基礎学力のトレーニン

グを受けたはずの学習者が、実社会で即戦力にならないという指摘がなされて

いるのである（赤堀、1993)。Armstrcng＆Casement（2000）は既存のテス

トが、一定の、いわば与えられた問題の分析･解明能力を試すに留まっており、

｢その技能や知識を他の状況に応用できるようにはできていない（ｐｌ３１)｡」と

述べている。高い効率を目指す反復トレーニングは、既出課題に対しては有効

であるが､現在の指摘にあるのは、実社会での課題そのものが多様化しており、

限られた既出課題のトレーニングでは追いつかない。また現状を観察し、問題

点を課題として取り上げることのできる「気付き」も重要となっている。その

ため、応用のきかない基礎学力を育成することよりも、実践の中で、必要な基

礎学力をつけていこうというのが、現在の教育観である。（赤堀、１９９３;佐伯・

苅宿、２０００；藤岡・大島、1998参照｡）

過去の大学英語教育は小・中・高で培われた基礎学力を前提にして行なわれ
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てきたが、近い将来、その前提はおそらく急速に崩れていく。今後は、基礎学

力を引き上げてやるような授業と、応用・実践の体験を組み合わせたカリキュ

ラムが必要となるだろう。その中で特にＣＡＬＬに期待される役割は、個別ある

いはグループ学習での4技能を中心とした基礎学力の向上と､コミュニケーショ

ン実践の場としてのインターネットを通じた交流であろう。この２つを車の両

輪として、個性ある教師の実践が期待される。

５．最後に

Ａｒｍｓｔｍｎｇ＆Casement（2000）は、「世の中あふれるほどの情報がモニタ

上の画像という形で提供される現代。こういう状況にあって、子どもたちの学

習に中心的な働きをするのは生身の人間が話す言葉であることを、特に肝に銘

じておくべきであろう。（ｐｌ４３)」と警告する。コンピュータを教室に持ち込

んだからといって、授業が機械的になるとは限らない。もしＣＡＬＬ授業が人間

味のないものであるとしたら、それは教師本人、またはその利用方法が機械的

なだけである。

日々変化する社会情勢と、進化を続けるコンピュータや通信技術。それに常

時ついていくことは､教師にとって容易ではない｡コンピュータやインターネッ

トを自分の授業に取り入れる決意をする教師には、大別して：

①やりたい活動があって、たまたまコンピュータを利用することでその教育

効果が倍増するケース

②コンピュータを使うことを前提とし、何ができるか考え、コンピュータに

よって教育を変化させるケース

があると思う。しかしどちらの場合も、教師自身がまずコンピュータを使って

みて興味深かった体験やその感動を、学習者と共有するのが一番無理がなく、

継続できるＣＡＬＬ実践につながるのではないか。ＣＡＬＬの種類およびその特

性、そして危険性についての理解を深めながら、自信と決断力を持って個性的

な実践を行なえば、コンピュータは必ずや頼もしい教育メディアとして教師を

助けてくれるだろう。
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注

１．この論文では英語の教育実践にとらわれず、特に小学校の総合学習や英語

以外の科目での実践を多く取り上げて論を進めている。その理由は、２００２

年度からの新学習指導要領実施により、一気に小・中・高に情報教育が導

入されることから、英語に限らず全ての教科でコンピュータ･インターネッ

トが利用されるようになると考えられるからである。実践によって浮かび

上がってくる情報教育の特性は、何も語学教育に限ったことではない。ま

た、文献に発表されているＣＡＬＬ実践では、開発したソフトの紹介やコン

ピュータの利用方法が中心であり、教師のこころの動きや本音を載せたも

のが少ないのに対し、本論文で紹介した実践からは、教師の役割がより明

確に読み取れた。

2．この実践は平成13年３月に琉球大学で行なわれた、松下視聴覚教育研究財

団主催『平成13年沖縄地区英語教育セミナー：英語教育におけるマルチメ

ディアの効果的活用』において、「ＣＡＬＬ教師育成の試み」の表題で発表し

た。

3．「これつと・プラン」については、緒方（1999）がｐｐｌ２～１６に詳しく述

べている。
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Issues in Computer-assisted Language Learning in Japan (2):

Teachers' Role in a New Classroom

Mitsuyo Toya

Abstract
In this paper, the teacher's role in CALL classrooms is examined with

regard to four aspects: the teacher as "decision maker. ""coordinator. "

"facilitator. "and "language teacher. " With the current goal of education

in Japan as achieving "zest for living" among students. teachers are

challenged in planning their own curricula and designing teaching

materials. The four aspects are considered to be indispensable in achieving

this goal.

The shift in teacher's role also indicates that existing evaluation systems

need to be reexamined. As freedom in curriculum and materials to be

learned increases. it will be irrelevant to evaluate only in terms of

"product" or an achieving ratio. There is an emerging trend in which

teachers try to evaluate "process" including "creativity" "motivation. "

"attitude. lIand/or "participation II This new evaluation style may drastically

change the education system in Japan. University education will be

influenced by the trend as well because future students entering

university will have new and different expectations.

The paper concludes that CALL teachers should be flexible enough to

adjust themselves to the new trend and technology. They need to be

"learners" themselves so that. when they introduce CALL. they should be

well aware of its pros and cons.
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