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はじめに 

 

 高校 2 年生対象の CALL 教室における英語の授業は、以下のように 1 コマ (50 分) を 3

つの部分に分けて行っている。 

 1) CALL 教室用 CD-ROM 教材 (DynEd 社の New Dynamic English) を用い、各自個別

学習 (20～25 分程度) 

 2) 各自が選択した課題に取り組む時間。課題は教師が指示 (10 分程度) 

［課題の例：New Dynamic English を続ける、タイピングの練習、指定した URL 上 

 の教材］  

 3) 自主制作教材を用いた、LL 機能を活かしたリスニング指導 (10 分程度) 

本実践報告は、この授業の概要を紹介するとともに、3)の指導に焦点を当てたものである。 

 

1. 科目の目標 

 

 本授業科目は「オーラル・コミュニケーション演習」であり、目標は「CALL 教室の機

能を活用した授業を展開し、英語のコミュニケーション能力を高めること」である。この

目標の設置は、「オーラル・コミュニケーションⅠ」の目標「日常生活の身近な話題につい

て、英語を聞いたり話したりして、情報や考えなどを理解し、伝える基礎的な能力を養う

とともに、積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度を育てる」をふまえたもので

ある。 

 

2. 授業構成内容と自主教材制作の背景 

 

 科目目標を達成するために、１コマの授業は、1) New Dynamic English による発信型

英語の個別練習、2)タイピングの練習やインターネットを利用した自主選択学習、3)自主
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制作教材によるリスニング指導、の 3 つの内容で構成され、相補的に機能している。 

 1)の New Dynamic English は、すぐに活用できる今日的なテーマ  (職業、家族、数字、

時間、気候、地球環境、位置関係、エネルギー資源等) を数多く取り上げているソフトウェ

アで、その各テーマごとに、理解力を向上させることを主眼においたさまざまなレッスン

が搭載されている。それは、まとまった意味の聞き取り、理解を確認するための文字や音

声による選択問題・語順整序問題、音声認識を用いて発話練習をしながら理解を確認する

問題、デジタルビデオを用いて画面の登場人物とやり取りをするインターアクティヴな問

題が、基本的な組み合わせである。このソフトウェアには、生徒が分からなくなったとき

の補助機能として、日本語訳の音声、繰り返し再生、文法的説明がある。そのため、生徒

は各自のペースで個別学習をすることができる。教師の役割は、生徒が行うこれらの様々

な練習をモニターし、必要があれば個々の生徒にアドバイスを与えていくことである。 

 2)の自主学習は、主に、引き続き New Dynamic English で練習、タイピングの練習、

インターネット上の英語サイトを使っての学習、からの選択である。New Dynamic 

English を続ける生徒の多くは、比較的、納得がいくまでじっくりと丁寧に練習する者で

ある。 

 タイピングはコンピュータを用いて作業をする際に必要な技能であるため、各生徒の選

択ではあるが、練習を授業時間内に取り入れている。CALL 教室にインストールされてい

る ソ ー ス ネ ク ス ト 社 の 「 特 打  English version 」 か 、 ウ ェ ブ 上 の e-typing 

(http://www.e-typing.ne.jp/) を使って練習する。「特打 English version」は、音声指示や

練習する文字や文章が全て英語であるため、リスニングと語彙増強をかねて使用できる。

ただ、レベル設定が大まかなため、タイピング技能の伸びがわかりにくい。それに比べて

e-typing は、レベル設定が細かく生徒自身が技能の進歩を確認しやすいこと、インターネッ

トを使える環境であれば教室外でも練習できること、利用する際費用がかからないことか

ら採用している。どちらの場合でも、生徒の動機を高めるために、各自のレベルが上がっ

たら報告するよう指示している。生徒の中には、ゲーム感覚で自分の技能の進歩を報告し

てくる者もいる。タイピング練習では積極的に指を動かすため、New Dynamic English

を用いたリスニング練習での緊張感や疲労感を軽減することにも役立っているようである。 

 インターネットを用いた学習では、各生徒が自分で必要だと感じる分野の学習をする。

勤務校のサーバ内に CALL 教室授業用ホームページを設置しており、そこには英語科で吟

味した、語彙学習、文法学習、リスニング学習、TOEIC 対策などができるサイトのリンク

集を設けている。生徒はこのリンク集の中から自分の学習に必要なサイトを選ぶのである。 

 授業の最後に 3)自主制作教材によるリスニング指導を行っているが、それは、New 

Dynamic English を利用している生徒の学習過程をモニターしていて、次の 2 点から制作
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の必要性を感じたからである。1 点目は、生徒が声を出して行う音声認識作業で、個々の

音よりも複数語句の音のつながりがうまく発声できていないことである。2 点目は、ネイ

ティヴスピーカーが発する音声の中に生徒が聞き取れない (認識できない)「音」があるこ

とである。つまり、生徒は英語の音声変化に対応する練習が不足しているのである。New 

Dynamic English はよく練られた完成度の高い教材であるが、ほとんどがトップダウン的

なリスニング練習であるため、英語の音声変化に焦点を当てた練習はない。そこで、学生

に必要であると考えられるボトムアップ的なリスニング練習のための自主教材を作成し、

不足している部分を補っている。本稿では、以下、この部分に焦点を当てて作成したいく

つかの教材のうちの１つを具体的に紹介していきたい。 

 

3. 自主制作教材を用いた、LL 機能を活かした音声指導 

 

 自主制作教材を用いた指導手順を以下の表 1 にまとめた。以降、表の流れに沿って、具

体的な実践例を示すことにする。  

 

  表 1 指導の流れ 

(1) スピーカーから出す音声を全員一斉に聴き、ディクテーション。あらかじめ、

各自が Microsoft Word を起動し、文字サイズを英字 36 ポイントに設定して

おき、聴き取れた部分を打ち込む。 

(2) ２回目以降は、各ブースの LL ユニットを用いてのリスニング。各自が聴き

なおしたい箇所を好きなだけ聴くことができる。自分のペースで聴き、Word

に打ち込む。(この時、１回目に打ち込んだ部分を直すのではなく、別に打

ち込ませる。後に１回目とそれ以降の部分を照らし合わせるためである) 

(3) 前もって作成しておいた PowerPoint 教材を教室のスクリーンに投影しなが

ら解答・解説。生徒は正解を新しい文として Word に打ち込む。 

(4) 間違った部分に関して、どうして間違ったのかを自己分析し、Word に入力。 

(5) LL ユニットの録音機能を使って、各自が自分の声を録音・再生しながら確

認する発声練習。 

(6) Word 文書を各自のフォルダへ保存。 

 

 (1)の作業は、スピーカーの音声を聴いてディクテーションを行う。音声は、同じ内容の

ものをノーマルスピードとややゆっくりしたスピードの 2 種類で用意しているが、このと

きはノーマルスピードだけを流す。ノーマルスピードは、ネイティヴスピーカーが普通に
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話す速度であり、様々な音声変化が含まれているため、生徒にはかなり難しいものである。

「文字サイズを英字 36 ポイントに設定しておき」というのは、各生徒が打ち込んだ内容

をマスターコンソールの位置からでも確認できるようにするためである。利用している

CALL 教室では、全生徒の画面を縮小して一画面に一斉表示できる設備が整っており、生

徒が入力している様子を観察することができる (図 1)。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 1 マスターコンソールで確認できる分割画面 

 

 (2)の作業は、生徒各自がパソコンモニタ手前にある、LL ユニット (図 2、図 3) を用い

て行う。ユニットの音声は、(1)でスピーカーから流す作業と同時に、各自の LL ユニット

にあらかじめ送り込んでおく。生徒は(1)で聞き取ったものを直すのではなく、別の行に打

ち込んでいく。これは、解答・解説後に、自分で聞き取れなかった部分、間違った部分、

勘違いした部分を、きちんと確認し再認識してもらうためである。最初に書き取ったもの

と何度も聞いて書き取ったものとが異なる場合や、最初には聞き取れなかったが何度か聞

いているうちに聞き取れる場合はよくあることだが、学生がその過程を意識せずに流して

しまうのを防ぐことを狙っている。この間、筆者は分割画面で生徒の様子をモニターした

り、机間巡視をしながら生徒の書き取っている様子を観察したりしている。 
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図 2 各生徒の卓上に設置の LL ユニット 

 

 

  
    図 3 LL ユニット操作風景         図 4 解答・解説の風景 

 

 

 (3)の解答・解説は、事前に準備しておいた PowerPoint 教材を教室前面のスクリーンに

投影して行う (図 4)。分割画面や机間巡視で観察しておいた間違いやすい箇所を踏まえて

行う。音変化の特徴を説明する時には、適宜、ややゆっくりした音を聴かせる。PowerPoint

画面 (図 5) の左上隅にはノーマルスピードの音声を、右上隅にはややゆっくりしたスピー

ドの音声を貼りつけてある。この位置にマウスカーソールを合わせてクリックすれば音声

がでるが、その位置は、筆者が遠隔操作機器  (図 6) を使って授業をする際に、画面を見な

くても素早くカーソールを合わせられるように考慮して設定してある。遠隔操作機器を使

うことにより、スクリーンの前だけでなく教室の中でも音声を出力できる。また、この機

器にはレーザポインタもついていて、教室の後ろからでもスクリーン上のポイントとなる

部分を指し示すことができるため、普通教室以上の臨場感を CALL 教室で出すことができ

る。音声は解説中でも確認のため何度も出力する。何度も出力していると、指示を出さな

くても声を出してリピートする生徒が出てくる。 
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図 5 提示する PowerPoint の画面例 

 

 
図 6 遠隔操作機器 

 

 次に、図 5 の教材を例にとって具体的に解説してみよう。もともとは短縮形の音 

“You’ve” の部分に焦点を当てて作ったものであったが、モニターしながら実際には、

“been” を “be”、“helpful” を “help”、“appreciate it” を “appreciated” と間違う生徒が

多いことが分かった。そこで、追加としてこの部分の解説を加えていくことになる。生徒

を当て、“I’ve been to Disneyland.” と言わせると、“been” の発音が思ったとおり長く強
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すぎるので、その弱形を説明する。-ful では、/f/ と /l/ の間に母音が入らないように指導

する。 “appreciate it” と “appreciated” の違いは、appreciate が「(物・事) を感謝する」

意味の他動詞であることを指摘し、目的語なしの appreciated ではありえないことを説明

する。この例のように、音声変化が起こると、文字上では別の単語群であっても同じ(よう

な)音になってしまう場合があり、音声だけでの区別は不可能であるため、文法説明や文脈

説明が説得力を持つ。説明後、各自にヘッドセットのマイクを通して発声練習をするよう

指示する。密閉式のヘッドセットを使用しているため、他の学生の声はほとんど聞こえず、

自分の声だけがヘッドセットから聞こえるので、集中して練習できるようである。 

 (4)の自己分析は、なぜ聞き取れなかったかを、しっかりと考えてもらう場面である。生

徒の Word 文書には、初めに聞いて打ち込んだ部分、何度も聞きながら打ち込んだ部分、

解答の 3 つが既に打ち込まれているが、それを踏まえて、自己分析をしてもらうのである。

聞き取れなかった音を聞き取れるようにするためには、その部分に注目する必要がある。

なぜ聞き取れなかったのか、どのようにすれば聞き取れたのか、実際の音と自分で思って

いた音がどのように異なっていたのか、などを自ら分析し、自ら修正していく作業である。 

 (5)の発声練習は、筆者が必ず練習のポイントを明確に指示した後に生徒が行うようにし

ている。漠然とした発声練習ではトレーニングにはならない。この例では、強く発音する

語と弱く発音する語の指摘と、音のつながりを指摘する。一文一文は短いので、最終的に

は意識せずにすらすらと発声でき、感情を交えて言えるようになることが目標である。 

 (6)の文書保存は、時間を置いた後、自分がどのような学習過程、練習過程をたどったか

を確認できるようにしておくためである。 

 (1)から(6)の一連の作業では、生徒が常に積極的に取り組めるよう配慮している。発声練

習は、スピーキングにも役立つ練習だが、聞き取れなかった音を意識化するという意味で

リスニングにも大いに役立つ。最近ではさらに問題を多くやりたいという声があるため、

筆者個人のホームページにパスワードを設け、追加問題を置いて試している。学内のホー

ムページでは学外からのアクセスが制限され、家で問題に取り組むことができないので、

個人で試行している最中である。  

 

4. 教科内容以外への配慮 

 

 すでに 2. および 3. で、１コマの授業を 3 つのパートに分けて行っている指導内容を紹

介した。しかし実際には、さらにいくつかの点への配慮をしている。 

 １つには、目の疲れに対する配慮である。モニタを見続けて行う学習は、個人差こそあ

れ目への負担が大きくなる。以前、モニタを見続ける学習を１時間継続して行ったところ、
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生徒から目が疲れるとの意見があった。そこで、現在は、最長でも 25 分間作業をしたら

半ば強制的に目を休めるよう指示を出している。 

 2 つには、生徒の集中力に対する配慮である。個別学習を効果的に行うためには、各自

が問題意識を持ちながら集中することが望ましい。しかし、どのような教材を使っても起

こり得ることだが、教材に対して集中して取り組める時間は生徒により様々である。個人

差がある上、好き嫌いが大いに関係する。そこで、生徒へのアンケートの結果と生徒の授

業中の態度を踏まえ、現在は、１つの教材に最長 20～25 分くらいだと判断している。 

 最後に、最も配慮している点として、生徒の学習観がある。生徒は、教師が黒板の前で

説明する一斉授業のスタイルを好む者、コンピュータに向かった学習だけでは冷たく感じ

て嫌だと思う者がいれば、教師は学習に困った時だけ必要だと考える者、コンピュータに

向かうと集中できる者、いろいろな作業があること自体が楽しくてついつい集中してしま

う者など様々である。多様な生徒がいる点を考慮して授業を組み立てることはどのような

授業形態でも必要だが、CALL 教室においては普通教室の授業より個別学習の時間が増え、

コンピュータの前での作業に偏りがちになることから、一層の配慮が要求されると考える。

実際に、個別学習だけではなく一斉授業の要素が部分的にでも入ることを望む生徒が多い。

現在行っている 3 つに分けた授業構成は、必須の個別学習、自主的な個別学習、そして一

斉授業の要素が入っており、どこかで生徒が自分の学習観に沿った快適な学習ができるよ

う配慮している。 

 

5. 評価方法 

 

 この科目の評価には、主に New Dynamic English に付属のテスト結果を用いている。

そのため、タイピングの練習やインターネットを用いた学習、自主制作教材を利用した学

習は成績に直接かかわらない。しかし、成績には直接関係しない部分でも、授業を 3 つの

パートに分けた展開は概ね好評であり、生徒はそれぞれのパートにおける自分の学習や練

習の意義を確認しながら行っているようである。他の授業より個別学習に重点を置いた

CALL 教室の授業では、アンケートを用いて生徒の内観を集めて分析し、理解していくこ

とが、現状にあった指導を展開することに大いに役立つ。 

 

6.トラブルへの対処 

 

 コンピュータを使うことにより、思いがけないトラブルが発生することがある。さまざ

まなトラブルの対処法に関して、担当者間の情報交換は必須である。 
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 生徒のコンピュータでネットワークが接続できなくなったり、音声認識の不具合がでた

り、モニタ障害が発生したり、時にはハードディスクがうまく回転しなくなることもある。

本校には幸いなことに予備のコンピュータがあるため、このような問題が発生したときに

はすぐに別のコンピュータの席に移動してもらうことで対処できる。あらかじめトラブル

が発生する可能性を考え、予備のコンピュータを数台起動しておけば、コンピュータが起

動にかかる時間のロスを省くことができる。  

 生徒のコンピュータだけでなく、マスターコンソールの LL 操作機器が反応しなくなる

こともある。このような場合は、教員側が操作する全ての機器の電源を落としてリセット

する以外に解決策はない。復旧作業をしながらも、生徒は各自のコンピュータで学習を続

けることができるのでほとんど問題はないが、教師自身がすぐに復旧作業ができるよう、

リセットの方法を示したマニュアルが、マスターコンソールの横に置いてある。 

 ソフトウェアを使う順序でもトラブルが発生する可能性がある。「特打  English 

version」を先に使い、その後に New Dynamic English を使用すると、New Dynamic 

English の画面でみづらくなる箇所が発生する。理由は「特打 English version」を用い

ると自動的にコンピュータの表示色数を減らしてしまい、その設定で New Dynamic 

English を起動してしまうからである。 

 CALL 教室における指導は、トラブルに対する情報交換なしでは語れないのである。 

 

7. まとめ 

 

 CALL 教室の授業では、個別学習の時間が長いため、個人の集中力が学習成果を大いに

左右する。その集中力は、生徒自身に指導目標とそれに沿った指導内容を理解・納得させ

ると同時に活動に興味を持たせ、生徒の授業内の不快感を減らすよう配慮することによっ

て、高めることができる。 

 とはいえ、個別学習で集中力を保てる時間には限界がある。また、どんなに優れたソフ

トウェアでも、教師のように柔軟に対応することはできず、現在の技術では不可能なこと

もある。個別学習だけでは授業の形態として適当ではないという筆者をはじめとした英語

科教員の考えもある。さらに、生徒にも、個別学習の方が好きな者、一斉学習の方が好き

な者、コンピュータと接することが好きな者、教師とのやり取りが好きな者がいる。この

ような条件下で、教員・生徒双方が満足しつつ生徒の学習効果が上がる形態を模索しなが

ら行っているのが、今回紹介した相補的 3 部構成によるリスニング中心の CALL 授業であ

る。 
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