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シンクロ型遠隔交流を活用した英語教育・国際理解教育

與儀峰奈子

１．はじめに
　インターネットをはじめとする ICTの発達により時間と空間の制約を越え

てインターラクティヴなコミュニケーションが行われるようになってきた（鄭・ 

久保田, 2006）。教室にいながら外の世界と瞬時につながり多文化体験・国際相

互交流を可能とするオンラインビデオ交流は、コストも安価または無料で効

果的な国際的視野を広げる授業形態の一例と言える。O’Dowd, R.（2016）はこ

のような交流の変遷について言及し名称も Videoconferencing, Telecollaboration, 

Virtual Exchange, COIL（Collaborative Online International Learning）などと多種多

様であると述べている。これまで様々な専門分野でオンラインビデオ会議を活

用した試みがなされてきたが、Cziko, A., G. （2004）は学習目標言語と合致した

交流相手と連携することで可能となる Tandem Language Learning（2言語併用学

習）の効果について言及した。また Passmore, J., G., Barneveld., V., C., and Laing, 

M. （2005）は教職免許を志す学生や現職教員の再教育の際に オンラインビデオ

会議を用いた教育実践（virtual practicum）や授業観察（classroom observation）を

実施し、効果的なモデルを提唱した。

　これからは益々学習者のニーズに配慮した効果的な教育パラダイムの開発お

よび適用が必要であり、時・空間を超えたインタラクションが取れる学習環境

が不可欠となる（鄭・ 久保田, 2006）。細川（2015）は相互文化交流に関し Byram

（2008）の見解を発展させ、様々な文化的背景を持つ人々とのかかわりを通し

て培った知見を言語プログラムに活かし、文化、市民性形成、社会参加などの

広い枠組みを設ける必要性を述べている。中村（2007）は外国語教育の目標と

して、他者を理解し、自己を表現できる能力を高め、異文化間コミュニケー

ションや国際理解に至る言語文化教育をめざす必要性について描写している。
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外国語教育を通して開かれた態度を育み、グローバルな諸問題に対する意識が

向上し、世界で起こっている様々な事象を自分たちの問題としてとらえ、地

球市民として考える態度を育むべきだと提唱している。更に「21世紀の人類共

存に必要とされる国際対話能力（Global Literacy）と自文化や国家を超える視野

（transcultural and transnational perspectives）」を育む重要性を指摘している。

２．授業設計における理論的背景
　遠隔交流を融合した授業計画を行う際に、特に以下の理論的背景・先行研究

を考慮し計画・実践を行なってきた。言語を用いて意思伝達をすることは相互

交流（interaction）・相互意味交渉（negotiation of meaning）と呼ばれ、気づき、理解、

言語知識の内在化および統合のプロセスを促進する大きな役割を果たすといわ

れている（Long 1996, Gass 1997）。Krashen（1981）は言語習得には、理解可能な

インプットが必須で、そのためには適切な文脈の中で言語を導入し、現実的な

場面設定が必要であると言及している。更に、相互交流・相互伝達、積極的参加、

安心した学習環境等の重要性を提唱している。英語の授業計画を行う際の具

体的なチェックポイントとして樋口・緑川・高橋（2007）は以下の点を挙げて

いる。筆者の授業においても下記の諸要素に配慮しながら授業設計を行なっ

てきた。

◇内容と言語の両面において豊かな inputを与えているか。

◇実生活と関連し、現実的で authentic（本物）素材を選定・活用しているか。

◇内容と言語の両面において、学習を助ける足場が組まれているか。

◇  学習した言語材料を用いて創造的に英語を用いる機会が与えられている

か。

◇教室の活動は有機的に関連し合って学習が進むように計画されている

か。

◇  学習者が interaction（相互交渉・交流）を通して学び合う協同学習を取り

入れているか。

◇  学習した知識、言語、技能（方略）を活用するための output活動が組み

込まれているか。
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◇内容、言語、学習活動と他文化理解や外界とリンクされているか。

◇  学習者が積極的に参加し、意欲関心を高めるような工夫されたデザイン

になっているか。

◇  学習者の主体性を考慮した学習を心がけ、自律的に学ぶ学生を育ててい

るか。

 樋口・緑川・高橋（2007）参照・リスト筆者作成

　また、田中（2002）は共同交流学習の教育的意義について次のようにまとめ

ている。

1　 多様な背景や技能を持つ友人を増やすことができる。

2　 比較思考によってグローバルな視野を身につけられる。

3　 異質な他者や異文化への寛容性を身に着けることができる。

4　 異文化や他地域の特徴に実感をもって気づくことができる。

5　 自文化や自己の長所を知りそれを伸ばすことができる。

6　 異文化とのズレや自己の短所を修正することができる。

7　 探究活動や表現活動に意欲的に取り組むことができる。

8　 他者特性に応じた探究や表現を工夫することができる。

9　 人間関係のマナーやモラルを身に着けることができる。

10　異文化との差異を活かした共同制作や共同上演ができる。

 田中（2002, pp. 14-15）

　筆者の実践結果も上記の指摘と一致している。

　更にテクノロジーを活用した言語学習環境を構築する際の留意点として

Butler-Pascoe and Wiburg（2003）は以下の12ポイントを示している。これまで

の遠隔交流を駆使した授業計画を行う際に、特にリストの下線部1）相互交流、

コミュニケーション活動、ライブ聴衆の設定、4）タスク・課題解決型活動の

導入、5）自律を考慮した学習者中心の授業、7）言語スキルを促進する環境づ

くり、9）協働学習の支援、11）母語・目標言語に対する理解、12）適切で建設

的な評価とコメント等を主に考慮に入れ実践を行ってきた。
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  1) Provide interaction, communicative activities, and real audiences. 

  2) Supply comprehensible input.

  3) Support development of cognitive activities.

  4) Utilize task-based and problem-solving activities. 

  5) Conduct student-centered class to promote autonomy. 

  6) Provide technology to support language and academic development.

  7) Facilitate the development of English language skills. 

  8) Use multiple modalities to support various learning styles and strategies. 

  9) Support collaborative learning. 

10) Meet the affective needs of students. 

11) Foster understanding and appreciation of the target and native language. 

12) Provide appropriate / encouraging feedback and assessment. 

 Butler-Pascoe and Wiburg (2003, pp.13-15)

　Kolb（1984）は経験モデルを発案し、教師は実際の生活や社会の状況を教室

内の活動に反映し、本物の世界との掛け橋をつくり、学習者に現実味のある体

験を提供する必要があると指摘している。学習者がリアルな体験をし、その経

験を振り返り、客観的に省察を行い、学んだことを解釈し、それを応用・実践

する過程を循環させることで学んだ知識やスキルを内在化できると述べてい

る。シンクロ型授業計画を行う際に筆者も以下の経験モデルを参照した。

Experiential Learning （経験学習の循環） :

1） Experience⇒2） Reflection⇒3） Interpretation⇒4） Application

３．シンクロ型・リアルタイム遠隔交流を活用した授業の実績
　2005年より現在まで、現実的な場面設定、英語学習へのモチベーションの

向上、有意味な課題設定、効果的・有意義なフィードバックの提供、コミュニケー

ションスキルの育成、課題解決能力の向上、協働学習、グローバルな視野の拡

大、自文化・多文化理解の機会等の目標を掲げ、そのような授業提供を実現す
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るために、リアルタイム遠隔交流を駆使した授業実践を行ってきた。表1がこ

れまで交流授業を実践してきた連携校の一覧である。各連携校の協力のもと、

小中高の国際理解教育をテーマとした出前授業や現職教員の再教育講習、大学

の教職系授業や共通教育英語・グローバル実践演習等の科目で遠隔交流を導入

してきた。参加者達は普段の教室にいながら海外の交流相手と瞬時につながる

ことに魅了され、各自の言語スキルや背景知識を結集し、臨場感あふれるやり

取りを行っていた。ライブ交流は言語的にも内容的にも新たな学びが多く、会

話、発表、ディスカッションのプロセスを通して、参加者達は共に分かち合い

理解し合う喜びを感じていた。

年 交流連携教育機関（表1）

2005 米国ハワイ大学マノア校 , ハワイ東西センター , ハワイプナホウ小学校 , 琉
球大学附属小学校

2010 ハワイ大学情報教育センター （PEACESAT）, ウイーン日本人学校 , ブダペス
ト日本人学校 , ブダペスト ミーハリー高校

2011 ハワイ大学情報教育センター （PEACESAT）, ウイーン日本人学校 , ブダペス
ト日本人学校 , グアム大学（TADEO）, 琉球大学附属中学校

2012 ハワイ大学情報教育センター （PEACESAT）, ウイーン日本人学校 , ブダペス
ト日本人学校 , グアム大学（TADEO）,首里高校

2013 グアム大学（TADEO）, 首里高校 , 琉大附属中学校
2014 グアム大学（TADEO）, カリフォルニア大学サンタバーバラ校

2015 米国リッチモンド大学（日本語専攻）, カリフォルニアアイラビスタ小学校 & 
松島小学校

2016 グアム大学（TADEO）, ニュージーランド大学（言語学）, 中国西安外国語大学
2017 グアム大学（TADEO） 
2018 グアム大学（TADEO）, ハワイ大学（教育学専攻）, 台湾国立澎湖科技大学

2019 グアム大学（TADEO & 日本語クラス）, ハワイ大学（教育学専攻）, ハワイ大学
システム ウィンワード短期大学 , 台湾国立澎湖科技大学

４．遠隔交流授業モデル
　表2はこれまで実践してきた I～ VIIの遠隔交流授業モデルを描写している。

モデル Iでは教員を目指す学生達が海外日本人学校（小・中）の児童生徒を対

象に模擬授業やプレゼンを行い、独自に試案した教材を披露した。交流相手（生
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徒・教員）からフィードバックを得て、授業の更なる充実・強化に向けて教材

や指導案の改作を行った。教育現場教員から教員としての心得や授業案・教材

に関するアドバイスを頂くなど、直に現場教員がメンターとなることで教育界

の現実的な諸課題に触れることができ大変有益であった。また、通常の教科教

育法で行われる学生同士の模擬授業では学生が疑似生徒となり実施されるが、

モデル Iではモニターを通してではあるがリアルタイムで本物の生徒対象にマ

遠隔交流授業モデル：授業形態・内容（表2）

I

英語系教職科目受講学生と海外日本人学校教師及び生徒との交流
大学生：英語による模擬授業
日本人学校児童・生徒：模擬授業を受講
日本人学校教員：模擬授業に関するアドバイス
日本人学校児童・生徒：滞在国の学校・地域（文化・習慣・学校紹介）

II

英語系教職科目受講学生・共通教育英語系受講生と米国大学日本語専攻教員お
よび学生との交流、英語教員養成大学生とハンガリー高等学校（日本語クラス）
米国大学日本語クラス・専攻学生（リッチモンド大学、グアム大学、ハワイ大
学マノア校、ハワイウィンワード短期大学、）トピックは伝統芸能、風俗・習慣、
文化的内容、地域・社会関連、大学紹介、グローバルな諸問題等＆地域の昔話
を日本語で披露

III

英語系教職科目受講学生・共通教育英語系受講生（クラス：英語科系教職科目、
大学英語、英語プレゼンテーション、英作文、英語講読、メディアの英語、グロー
バル実践演習等。トピックは伝統芸能、風俗・習慣、文化的内容、地域・社会
関連、大学紹介、グローバルな諸問題等）と英語を母語とする（Native Speaker）
大学教員・学生・スタッフとの交流（ハワイ大学、グアム大学、ニュージーラ
ンド大学）

IV

英語系教職科目受講学生・共通教育英語系受講生（クラス：英語科系教職科目、
大学英語、英語プレゼンテーション、英作文、英語講読、メディアの英語、グ
ローバル実践演習等。トピックは伝統芸能、風俗・習慣、文化的内容、地域・
社会関連、大学紹介、グローバルな諸問題 SDGs等）と英語を母語としない（EFL: 
English as a Foreign Language）大学教員・学生との交流（台湾や中国の大学）

V 中学校・高等学校生徒（出前授業）と米国大学教員との交流
自己紹介の発信、質疑応答

VI
小学校と米小学校児童間の交流（沖縄の小学校とハワイ、カリフォルニアの小
学校）児童間で学校や文化的な内容を含むヒントのなるアイテムを用いてクイ
ズを出し合う、伝統的な踊りや風俗習慣の例を披露、ゲーム等

VII

小学校教員英語免許認定講習において海外滞在中の英語母語話者と交流、オー
ラル・コミュニケーションの授業で会話の実践を行なった。（バルバトス医療
専門学校）
＊（上記 IV, V, VIタイプで交流を企画する際に教育現場教員の実践研修も視野
に入れ企画実施を行った。）
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イクロ授業を行うので教育現場の本質に一部触れることができる。

　モデル IIでは交流相手の学生が日本語や日本文化を学んでいるので Tandem 

approach（2言語併用学習）が成立した。お互いがそれぞれ学んでいる目標言語

での発表練習が可能となり、交流相手が目標言語の母語話者なのでより現実的

で実践的な体験ができる。交流相手からは日本語による紙芝居や伝統文化に関

する具体的例を示しながらの発表が行われた。

　モデル IIIでは交流相手が英語母語話者ということでオーセンティックな場

面でコミュニケーションの訓練ができる。学生の発表後、交流相手との質疑応

答を通して即興で受け答えをする機会にも恵まれる。ただし時間や連携校の諸

事情により多くの交流でプレゼンは一方向で行われてきたが理想的には双方向

のプレゼンが望ましい。交流相手は書面でもリフレクションやルーブリック評

価を行い、学生は直接的なフィードバックを得られた。

　モデル IVは EFL（英語を外国語として学んでいる学習者）同士が交流を行う

ものである。同じような境遇の学習者がペアを組んで意思疎通を行い、持って

いる言語知識やスキルを最大限に活用してコミュニケーションを行なった。こ

のモデルでは学生各々がタブレットを使用し交流相手と日常的な会話のやり取

りや、特定のテーマに関してのディスカッションを行なった。クラス対クラス

の交流とは異なり、学生1対1、または2対2のペア・小グループで交流を行う

とお互いにより打ち解け、コミュニケーションの効果的な訓練に繋がるという

印象を受けた。

　モデル IVでは中学生・高校生対象の出前授業の際に、遠隔交流を導入し、

各生徒に英語で自己紹介を披露してもらった。教科書で学ぶ座学の英語とは異

なり、英語母語話者が現地国から中継しているので、現実味のある有益な体験

となった。自己紹介に関連した質問やコメントが交流相手から瞬時に発せられ、

それに即答する訓練にもなった。これまで学んできた英語を自分なりに工夫し

発信することができ、満足している生徒、また自分の英語力の足りない部分を

再認識し今後の英語学習のモチベーションにつながるとコメントする生徒も見

られた。

　モデル Vでは小学生を対象とした外国語活動、国際理解教育の一環として、
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交流活動を導入した。児童は学校、地域、文化に関する Show & Tellクイズを

披露し、互いに他文化に触れ、双方の類似点や相違点等に気づき、ゲームも交

えながら充実した時間を過ごした。その活気あふれる交流空間や子どもたちが

無邪気に喜ぶ姿は格別で、学年が早い段階から交流会に参加することは様々な

気づきにつながり有益だと感じた。

　モデル VIでは現職小学校教員の英語免許認定講習において、海外の教育機

関とつなぎ各々の教員が英語母語話者とコミュニケーションを行った。ネィ

ティブスピーカーと英会話を実践する機会が少ない小学校現場教員にとって、

講習会の時間帯にリアルタイムで英語母語話者と意思疎通を行う機会に恵ま

れ、英語学習に対するモチベーションの向上にもつながったと思われる。現職

教員の再教育の際にも遠隔授業が有効である。

　2005年から開始したこれまでの交流にはハワイ大学情報センターサテライ

トシステム、ソニー会議システム、スカイプ、グアム大学 GoToMeeting会議

システム , Zoom会議システムという流れで様々な装置やシステムを活用して

きた。時代とともに機器も高価なものから安価なものへと変動し、今や無料で

提供されているビデオ会議システムにおいても音声も明瞭で画像も鮮明になり

質的にかなり進歩がみられる。以前はスライドを交流相手に事前に送って準備

していたが、現在ではリアルタイムでスライドや動画を共有することが可能と

なり効率的・効果的に配信できるようになった。

　下記の表3には交流する上で重要な3パターンが示されている。連携校との

協議のもと、どの型がそれぞれのクラス内容や活動に合致するかを考慮し、最

も適切なタイプを選択する必要がある。お互いのカリキュラムや教科内容の相

違にも配慮し柔軟な対応が求められる。疑似体験を伴うこの種の授業形態から

確実に多くの学びの収穫が得られるので、ぜひ実現に向けて前向きに検討した

いものである。企画実施に向けて留意すべき点は與儀（2009）にも記されてい

るように、1）パートナー校の選定（専攻・カリキュラムの興味関心の合致等）、

2）交流を行う時間帯や時期の検討（スケジュール調整）、3）ビデオ会議システ

ムの通信設定に関わる技術的課題（連携大学とどのシステムや機器を使用する

かの協議・試行）、4）目的意識・交流内容の共有等（準備段階における連携協
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力体制）、5）課題設定（協働学習プロジェクトの詳細等）、6）交流・協働のスパ

ンを考慮する、7）評価システムなど連携校と密な調整が必須である。

交流の主なパターン（表3）

1
交流相手が英語母語話者（Native Speaker）の場合と外国語として英語を学んでいる
学生（EFL）との交流におけるタブレット端末等を活用した学生1対1または2対2
の交流

2

交流相手が英語母語話者（NS）と英語を外国語として学んでいる学生（EFL）との交
流においてクラス間で互いにグループ・プレゼンテーションを行う交流 , 互いに
英語で発表を行う。交流相手が日本語を学んでいる場合は連携校の学生は日本語
での発表。

3 クラス：学生のグループ発表、交流相手：学生発表のコメントや評価、レクチャー等（一方向）

５．アンケート意識調査
　2010年から2018年の遠隔交流型授業に参加した琉球大学の学生（共通教育

英語系科目受講学生 ,英語教職系科目受講学生1年次～4年次合計457名）に下

記の7つの観点を含むアンケート調査を行った。遠隔交流はグローバルな視野

を広げる貴重な体験で、実践を通して英語の重要性を実感し、自・他文化や英

語学習への興味関心の高まり、交流相手から得たフィードバックのお陰で多角

的な視野が得られ刺激になるなど、肯定的な反応が主であった。何よりも自己

発信する喜びや勇気をもって成し遂げた充実感と達成感を感じている参加者が

ほとんどであった。表４で示しているように観点 G以外のすべての項目につ

いて8割以上の学生が肯定的な回答を示した。観点 Gに関しては単発的な交流

のみでは将来の職業や目標との結びつきは実感できず、肯定的な回答は6割と

なった。今後継続的に交流を深め、教科内容や学生の専門分野との関連性を強

化し目的意識を高める必要がある。観点 Aから Fに関しては末尾資料の学生

リフレクション例にもあるように、総合的に満足度が高い。

　また、表5は2005年, 2010年～2013年, 2015年に実施された小中高の児童生

徒に関連する交流アンケート結果の一部を記したものである。児童生徒は交流

そのものに満足し、自他文化や言語への興味関心、英語学習に対する意欲を示

したが、交流時に「これまで学んできた英語をいくらか活用できたか」を尋ね
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たところ、上段の質問項目と比べ「あまり使用できなかった」という回答がみ

られた。英語母語話者の前に立つとかなり緊張し、落ち着いて実力発揮できな

い児童生徒も見られた。おそらく回を重ねることで交流にも慣れ親しみ、より

充実したコミュニケーション活動が可能となるであろう。児童の記述式感想に

関しては與儀 (2009)に一部の例が記載されている。

アンケート意識調査：７つの観点（表４） 
A Collaborative Learning & Projects（協働学習・プロジェクト） 80%

B Global and Cultural Awareness （グローバルな視野の広がり・自文化・他文化認識・
理解）91%

C Authentic Context（現実的な状況設定）89%

D Language, communication, presentation skills（言語、意思伝達、発表スキル）87%

E Interaction with counterpart, feedback（交流相手との相互交流、フィードバック）84%

F Transformation of attitude and notions, motivation（意識の変容、意欲の高まり）81%

G Perspectives for future profession and goals（将来の職業や目標の展望）69%
＊上記 %は肯定的回答（４：強くそう思うと３：そう思う）.

遠隔交流アンケート
（小中高：2005年 , 2010年～2013年 , 2015年）Positive：Negative（表5）

質問項目 小学校
107名

中学校
38名

高校
44名

1 遠隔交流を体験できて良かった 104:3 37:1 43:1

2 遠隔交流を通して自・他文化や言語に興味関心が高
まった。 103:4 36:2 42:2

3 遠隔交流を通して英語学習への意欲が高まった。 102:5 36:2 41:3

4 これまで学んだ英語をいくらか使えた。 99:8 31:7 38:6
※肯定的（４：強くそう思う、３：そう思う）：否定的（２：あまりそう思わない、１：思わない）

　上記の実践結果からも明らかのように、遠隔交流のメリットとして次の特徴

があげられる。1）オーセンティックな多文化交流環境を提供できる、2）言語

学習のモチベーションを高められる、3）協働学習などの有意味な課題設定が

できる（グローバルな課題など）、4）交流相手から生のフィードバックをもら

える、5）真のコミュニケーションスキルを高められる（即興的な対応能力を含

む）、6）問題解決型スキルを養うことができる等。
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７. 今後の展望
　今後の実践においては Trilling & Fadel （2009）が提唱する21世紀型スキルで

ある批判的思考・課題解決能力、創造力・イノベーション、協働とリーダーシッ

プ、多文化相互理解、コミュニケーションスキル、ICT活用力、将来の目標に

つながる自律的な学びなどを更に培うような授業作りを深めていきたい。その

ためには従来型の教師中心の授業である一方向指導は相互交流型へ移行し、教

科内容の知識に加え学びの過程を重視し、学習者が基礎的なスキルを応用・活

用できるような課題設定を行い、教材も画一的な規格品に代わり、学習者のニー

ズに合致したオンデマンドな教材を活用するなど創意工夫が必要である。プロ

ジェクト型の協働学習を導入し、グローバルな共同体を意識させるようなテー

マの設定、進学や単位取得のための学習ではなく生涯の学びを意識するような

環境づくりを考案していかなければならない。また、平成30年度「大学の世界

展開力事業～ COIL型教育を活用した米国等との大学間交流形成支援」におい

て琉球大学の「COIL型教育を活用した太平洋島嶼地域の持続的発展に資する

グローバルリーダーの育成」が採択されたが、COILメンバーの一員として遠

隔交流授業の普及に力を入れ、様々な分野のクラスルームでリアルな交流体験

が実現し受講者の深い学びにつながるような授業作りの支援ができればと考え

る。また、これまで長きに渡り遠隔授業後の意識調査を行ってきたが、今後は

石川（2013, 2016, 2018, 2019）によって提示されたグローバル教育の質保証の枠

組みとしてのグローバル・モジュールやグローバル・コンピテンシー、SDGs

参画能力を視野に入れ、学生評価や達成目標などと連動させてより充実したプ

ログラムを構築していきたいと考える。

（＊詳細に関しては末尾資料参照）

注：本論文は2013年～2015年日本学術振興会科学研究費助成事業、基盤研究

（C）No.25370720「グローバリゼーション時代における遠隔交流を活用した英語

教育と英語教員養成プログラムの研究」の研究成果の一部である。また、アン

ケートデータの一部整理に関し「琉球大学研究活動等支援制度」の補助を受け

たものである。
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資料

受講者リフレクション（自由記述例 :本文ママ）

Q1.遠隔交流で特に印象に残った点などの感想をお聞かせ下さい。

（R1） 遠く離れている国と、あたかも同じ空間にいるように話ができるという

ことにとても驚かされました。自分の生まれ育った土地の文化を外国に発信で

きたことに充実感を感じました。そして、それを可能にした英語はやはり重要

な言語だなと思いました。

（R2）映像が鮮明で音声もはっきりしていることにおどろいた。ハワイ以外と

も可能になれば、世界中の人とやり取りができて楽しそうである。

（R3）相手のリアクションがとても暖かくて楽しめた、日本人が気付かない点

などに疑問をもっていておもしろかった。

（R4）生で会話をしているのがワクワクした。自分たちの伝えたいことをしっ

かり汲みとってくれていることに喜びを感じた。

（R5）意外と通信のスピードが速く、声の通りも良かったこと。

（R6）リアルタイムで海外とつながっていることへのおどろきと、身近さを感

じた。英語力 UPにはとても良い機会であった。

（R7）とてもキレイに相手側と交流することができて良かったです。遠く離れ

たハワイの方と交流している感じが全くしませんでした。顔も見えるし、声も

聞けるので、身近で交流しているかのような感じを受けました。とても良い経

験になったので、将来これを生かしていきたいです。
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（R8）リアルタイムでコミュニケーションができたこと。ハワイの文化につい

て理解を深めることができたこと。沖縄とハワイの類似点を見つけることがで

きたこと。

（R9）外国に住む方と交流できる上に、反応がすぐに返ってくるので “コミュ

ニケーションをしている”という実感がわいて、とてもおもしろかった。異文

化コミュニケーションの楽しさが実感できた。

（R10）ハワイ大学のみなさんが思った以上に興味深くプレゼンテーションを

聞いてくださったのがとても印象的でした。私たちのプレゼンテーションを楽

しみにしていたことが嬉しかったです。また、ハワイ大学のみなさんからプレ

ゼンに対しての質問が沢山あり、それによって交流がより良いものになったと

思います。

（R11）発表に対して、たくさんの質問をしれくれた事。Hawaiiの人たちの発

表力。疑問に思った事や、感想などを率直に述べてくれた。

（R12）遠く離れたハワイと沖縄でリアルタイム交流できるのは、なんだかい

まだに実感できないけれど、とても良い経験になった。自分が質問したことに

対して、すぐに返答してくれるというのは、遠隔交流ならではだと思う。

（R13）ハワイ大学のみなさんが非常に協力的であったこと。少しのことでも

ほめてくれること

（R14）ハワイと沖縄は様々な共通点があるということに気付けて良かった。

（R15）こちらから情報を提供するだけでなく、相手からも意見や情報を聞け

たことがとても有益でした。

（R16）ハワイの人は学生のクイズに対してむじゃきに解答してくれたり、う

けをねらったり、とてもやさしくて、楽しい。

（R17）・ハワイの人の反応。ものすごくモチベーションが上がりました。

（R18）とても相手を身近に感じられるところ。思っていたよりも通信による

時差がなく、直接会って話をしているのと、ほとんど変わらない、スムーズな

交流ができた。あたかも目の前で話しているかのように思えた。世界がとても

近くに感じられて良かった。

（R19）ハワイの方がとても興味を持って、ぼくたちの発表を聞いていた。日
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本人だったらもっと冷たい態度で接すると思うけど、ハワイの人達はとても親

切だった。そこがとても良かったです。

（R20）Nativeの人と、リアルタイムで実際にお話することができ、すごく良

い体験になった。すごく楽しく参加することができた。

（R21）手紙や電話とはちがって、人の顔が見えることで、とても実感がわき、

緊張感もあって、非常に良い体験でした。またやりたいです。

（R23）沖縄をテーマとしたプレゼンが長い目で見ても自分の知へと伝がって

いると思うので、とてもいい機会であった。三線のプレゼンが緊張した

（R24）ただ英語を学ぶたけでなく、自分の生まれ育った沖縄の文化などを英

語で紹介することによって、海外に発信しているという現実感があった。お互

いが第２外国語としている場合でも、お互いを知るきっかけとなることを知る

ことができ、やはり英語を学ぶことは重要だと思った。また、文化を通してそ

の人の背景になるものを知り、お互いを理解する、異文化を学ぶ楽しさも知る

ことができました。

（R25）Wienや Budapestからの質問に対して、あまり答えられず自国のことを

もっと勉強しないとなぁと改めて感じました。1番良かったのは、外国から見

る日本（沖縄）がどのように見えるのか、また私たちにとってはあたり前のこ

となのに相手からみると「おもしろい！」と感じるのだということにも気づき

ました。

（R26）異文化交流そのもの。自分の文化を自分で伝える（発信できる）とこが

できとてもよかった。

（R27）自ら作成した教材を、中学生に紹介することで自信につながり、また

改善点を考えさせられました。今後の教員生活に新たな教授法を加えることが

できると思っています。

（R29）

[Wien]相手校からの質問に対する答えを分かりやすく説明する大変さや実際に

対象がいることで現実味がかなりありやる気が出ました。

[Budapest]個人個人でお互いに Q&Aをし合ったので、とても親密な感じがし

ました。中学生は一生けん命に自分たちの発表をきいたり、先生のうしろで騒
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いだりしてかわいかったです。その一方で自分の英語の運用能力のなさを感じ

ました。

[Babits高校 ]日本語を流暢に話していてすごいと思いました。

ハワイ大学参加者リフレクション（自由記述例：本文ママ）

Q) What is your impression of student presentations?

(HW1)The presentations were very interesting as they presented me with new 

information about Okinawa. The presenters were very well spoken and professional. 

Their English was excellent, and I understand everything they said. I appreciate the 

effort put into the presentations.

(HW2)It was very organized and enjoyable. I was able to follow and understand 

clearly. The presentations were also very creative.

(HW3)I thought the students presentations were informative & interesting.

(HW4)Very educational and great information about Okinawan culture. English 

speaking level by students was excellent.

(HW5)I really enjoyed the students’ presentations especially the drawings that 

illustrated some of their stories. 

(HW6)I thought the presentations were well done, well-rehearsed, and overall pleasing 

to see. 

(HW7)Overall, I thought the presentations were very good.

(HW8)The presentations were very well put together. 

(HW9)I enjoyed it. The students were able to use proper English and were able to 

implement humor very well. 

(HW10)All of the presentations were very informative and effective teaching materials 

for several reasons. The students selected topics that were somewhat familiar to 

completely new to the Hawaii audience. The materials were presented in a way that 

was very interesting and entertaining with very creative and visual support. For 

example, the artwork for many presentations were very well done and enhanced the 

presentations very much. The music and photographs used also helped to explain the 
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topic very well. The quizzes were effective in providing the listeners in Hawaii some 

guidance in identifying and remembering the key topics of the presentations. The 

questions were not too difficult but helped the audience reflect on the key points of the 

presentation. 

遠隔授業風景（例）
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学生発表スライド（例）
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平成30年度文科省

「大学の世界展開力事業

　　～ COIL型教育を活用した米国等との大学間交流形成支援」計画調書

琉球大学：

「COIL型教育を活用した太平洋島嶼地域の持続的発展に資するグローバルリー

ダーの育成」

琉球大学グローバル・プログラム津梁事業概念
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琉球大学グローバル津梁教育プログラム概念図

琉球大学世界展開力強化事業概念図

琉球大学グローバル・モジュール概念図 ,グローバル津梁プログラム
学修成果ルーブリック
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Synchronous Virtual Exchange for English and Intercultural Education

Minako Yogi

 Evolution of ICT (Information and Communication Technology) provided 

profound opportunities to instantaneously connect classrooms to the outside world. 

Numerous scholars explored the benefits and challenges of integrating technology 

in language education programs (cf. O’Dowd, 2004). Incorporating interactive 

videoconference is an effective means for sharing information, thoughts, and 

communicating with people around the globe. 

 The purpose of this study was to implement videoconference in English 

related classes to provide students an authentic environment, cultivate language and 

communication skills, improve presentation techniques, deepen cultural knowledge, 

and build problem-solving skills. Students gathered information on topics related to the 

content covered in class (e.g. cultural, global issues) and created manuscripts and slides 

for the synchronous exchange sessions. 

 Results of the questionnaire and reflection indicate that majority of the students 

were favorable of the content, task, and outcome of the videoconference collaboration. 

The findings also show that the participants considered the interactive experience 

extremely rewarding and motivating for developing language, communication skills, 

presentation techniques, and cultural awareness, which are inevitable components for 

becoming a successful language learner. 

 Consequently, incorporation of an innovative approach in English education 

programs may have potentials to provide genuine experience, facilitate distinctive 

learning opportunities, and enhance 21st century skills, which may generate promising 

individuals for this global era.


