＜コース概要＞
受講者：福岡大学2年次生〜4年次生94名
担当教師：林 裕子先生
Teaching Assistants (TAs): 福岡大学留学生６名
授業構成：各90分対面授業9回
＋プレゼンテーション2回

TEACHER SPOTLIGHT
福岡大学Interactive Englishクラス実践報告
―EnglishCentral教材を用いたグローバル英語学習―

林 裕子先生

Ｂ．対面授業組14名
対面授業Interactive Englishのみ受講する学生
Ｃ．ネット学習組42名
EC教材上のInteractive Englishコースを自宅で
７週間受講する学生

言語教育研究センター
ポストドクター
福岡大学

＜EnglishCentral 学習目標＞
Interactive English １〜８の各コースにて
以下の週間目標を達成する
WATCH（見る）5 videos
LEARN （学ぶ）25 words
SPEAK （話す）5000 points

実践内容
本学グローバル人材推進事業の一環として平成25年度よりスタートする新教育プログラム
「Global Active Program(GAP) で平成24年11月・12月の約2ヶ月間に渡る集中英語学習が実施された。
その一環としてInteractive Englishを実践するにあたり、Interactive English 1~8の8ユニットからなるコースを
EC上で作成した。各ユニットで扱う動画は、授業目標やトピックに沿う動画をジャンル難易度を考慮しながら
筆頭者が選定したものである。尚、Interactive English 5と6に関しては共通のトピックを扱うため結合ユニット
として作成した。本実践では、
グループディスカッションプレゼンテーションなど様々な発展学習を取り入れた
ため、CALL教室ではなく、通常の（固定机がある）教室を利用した。

具体的な授業内容 (2授業分の参考例)

A. 対面授業＋海外研修組38名
対面授業Interactive Englishを７週間受講し、
海外語学研修（英国）に参加する学生

＜コース目標＞
⦿ EnglishCentralを活用し、発音、表現力
コミュニケーション能力の向上を図り
＜EnglishCentral 利用状況＞
スピーキング力強化を目指す。
⦿ 複眼的思考力(critical thinking)を鍛える。
⦿ 日常会話の練習ではなく
明快かつ論理的な構造に富む会話
⦿ スピーチ、ディスカッションの訓練を行う。

本学グローバル人材推進事業の一環として平成25年度に開設した教育プログラム「Global Active Program(GAP)」に先駆け、平成24年11月・12月の約2ヶ月間に
渡り集中英語学習が実施された。その一環としてInteractive English講座を実践するにあたり、Interactive English 1~8の8ユニットから成る本学独自のECコースを
作成した。各ユニットで扱う動画は、授業目標やトピックに沿う動画をジャンル、難易度を考慮し、担当教師（林）が選定した。
Interactive English 1
Topic：Giving a self-introduction:
getting beyond ‘Nice to meet you’
【Unit 1 動画リスト】
1. ＊デンゼル・ワシントン：
「もし失敗しないなら、試すことすらしていないんだ」
2. ＊笑顔で紹介
3. 挨拶：はじめまして
4. 紹介：こちらは私の友人です。
5. 興味とスポーツについて話す
＊は授業中で扱った動画を、残りは主に自宅学習用動画を指す。
【授業内容】
- ECの使い方説明
- Risk-takerになる
ビデオの難易度がやや高めであったため、重要な部分を抜粋し、
意味解説・ディクテーション・音読を行った。Interactive English講座
目標「新たな発信型アプローチでグローバル英語学習に取り組む」
との結びつきが強い、In order to get something you never had, you
have to do something you never did.’という動画①内のセリフは
抜粋部分の１つに該当する。
- 自己紹介のコツ
動画視聴後、
プラスαの自己紹介・スピーチを行うためのテクニックに
ついてグループディスカッションを進めた。
ブレーンストーミング用に、
冒頭・中身・まとめと明確な構造を持つ自己紹介モデル文を提示し、
学生のスピーチに反映されるよう促した。
- スピーキング: short speech 30分
留学生TAと学習者6〜8名からなるグループが7、8つ形成され、
グループ間でそれぞれメンバーの紹介とグループ目標についての
短いスピーチを行った。

Interactive English 2
Topic：Why learn English as a global language?
Part I –Preparing to answer ‘So what?’ about
your opinions/statements –
【Unit 2動画リスト】
1. ＊リリーは地図の天才
2. ＊英語が話せますか。
3. ＊英語を学ぶ理由
4. 言語を学ぶ最善の方法
5. 楽天「英語、
さもなければ退職」
【授業内容】
- 白地図タスク
グローバル対応能力（特に、異文化関心度）の一指標として、
世界白地図タスクを行った。白地図上に、提示された11の国の
位置を示すというタスクである。①のビデオは2歳児のリリーが
同様のタスクを行っている。
リリーと学生とで、
どちらの異文化
関心度が高いかを比較をする点が狙いである。
- グローバルな英語運用−British humourの例
次に、
コミュニケーションのための英語運用を皮肉なユーモアで
映し出している②のビデオを扱い、語彙学習・内容理解を経て、
グローバル言語としての英語学習の意義についてディスカッションを行った。
- スピーチ批評
前回の授業で学習した動画(IE 1動画①)を使い、複眼的思考力育成に向け、
スピーチ批評を行った。批評の際には、マイナスの面だけでなくプラスの
面も論じるよう指導し、
スピーチに必要なスキル・マナーについて
グループディスカッションを進めた。
- ブレーンストーミング
最後に、動画③を視聴し、英語を学ぶ様々な理由について考え、
グループ
ディスカッションへと発展させた。本活動は、次の授業で課す ‘Should we
learn English as a global language?’をテーマとするスピーチのための
ブレーンストーミングの役割を果たした。

ja.englishcentral.com/academic

TEACHER SPOTLIGHT
具体的な授業内容 (サイトを使った最終授業)
Interactive English 8
Topic：Preparing your presentation: how to get your point across effectively
【授業内容】
- プレゼンテーション：導入・構造
動画①・②のビデオを鑑賞し、冒頭で聞き手との距離を縮める質問の仕方や、
興味深いエピソードの提供、
プレゼンテーションの構造を明確に示す
signposting（道しるべ）についての学習を進めた。
これらのビデオはEC上で
「プレゼンテーション」
というコースに入っているものであるが、今回は個別
に扱わせていただいた。
- 聞き手としての役割
効果的なプレゼンテーションにおける聞き手の役割について考えるため、
4.7③のビデオを扱い、相槌の打ち方や建設的なコメント・質問の仕方に
ついて学習を進めた。
- プレゼンテーション
‘What makes your subject attractive?’ というトピックを設定し、学生が
専門分野の魅力について発表をすることを課題とした。素人にでも伝わるよう
わかりやすい説明を取り入れるよう指示を出した。

授業導入の効果について

(写真.

第２回プレゼンテーション：
工学部グループ専門分野の魅力について英語で発表)

対面授業+海外研修組(A)・対面授業組(B)とネット学習組(C)との間に顕著な差が表れている
（表1参照）。
グループ間の学習率を検証した結果、
AグループはBグループに比べスピーキングポイントがより高いことが示された（マン・ホイットニーＵ検定：U = 151.5, z = -2.45, p = .013,
r = .34）。
スピーキングポイントは、ビデオ数にのみ比例して増えるのではなく、流暢さ・韻律・調音率・テンポなど、
スピーチ全体の印象に影響を
与える様々な要因の評価も反映されたグローバルスコアが算出される。ビデオ数に有意差は見られないことから、Aグループの方が、発話の
質をより意識した学習に取り組んだ傾向が示された。海外研修を控えていないBグループとCグループ間においても有意差が認められたこと
から、ECは、
自宅学習のみで進めていくより、授業教材としてさまざまなタスク活動と共に発展的に使う方が、
スピーキングトレーニング効果が
一層高まると考えられる。

学生のモチベーション
モチベーションを上げる１つの工夫として、仲間意識の高揚が挙げられる。
2週目以降は毎週、授業の冒頭でグループ別の週間学習進捗度をグラフ化し
クラス全体に発表した。次週のグループ目標は、
グループリーダーが代表して
発表し、進捗率が低かったグループのリーダーは、その原因分析も行った。
モチベーションを上げるための今後の試みとして、
「罰ゲーム」的要素をより強く
取り入れていきたいと考える。週間学習率が最も低いグループには、
「リーダーもしくはメンバー全員に、
クラスの前でビデオのセリフ全体を
音読させる」
「グループを代表し、ペアでビデオを再現する演技を行う」などの課題を与えることで、学習率のみならず仲間意識高揚にもより
効果的であると考える。特に、ペアで即興演技を行うことは、主体性や創造性の育成につながることが期待できる。

実感した効果

8割以上の学生がECを用いた英語学習は楽しいと感じ、
アンケートに答えた学生全員がスピーキング力・発音力向上に効果的な教材だと実感
していることが明らかとなった。授業外での使用についても積極的であり、
自習時間に進めていきたいと継続の意志表示をしている学生が約8割
いることがわかった。ECでは約１万の動画が提供されているため、本コースで扱ったビデオはごく一部にしかすぎない。今回はアカデミック、
ビジネス、技術というように、
ジャンルに偏りがでない方法でビデオ選定を行った。
したがって、興味があるジャンルを集中的に学習したいと、
モチベーションが高まっていた学生が多く見られた。IE講座の主な特長として、EC教材学習とグループディスカッション・プレゼンテーションなど
の発展学習の双方を効率よく実践するため、CALL教室でなく通常教室を利用した点が挙げられる。
このような環境設定により、学生と留学生TA
とのインタラクションが深まる学習（作業）空間を十分に確保することができた。
アンケートでは、留学生TAとEC教材を使いながら協働学習を
行ったことについて、9割の学生が「英語を話す自信がついた」
「コミュニケーションが取れて楽しかった」
と回答した。EC教材を使った学習効果の
維持・増長のためには、
自宅学習に併せ授業内でも活用し、学生を主体とするインタラクティブな環境を提供することが必要である。本実践内容
を踏まえ、教師―学生、学生―学生のインタラクションに加え、多国籍留学生―学生のインタラクションを加えることによりグローバル言語として
の運用を意識した環境作りを今後も積極的に実践していきたいと考える。

(①グループディスカッション風景(左)、②プレゼンテーション
に向けたブレーンストーミング（右）)

