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はじめに 
現在、高大接続改革の流れの中で教育の形が大きく変わってきており、とりわけ英語教

育については改革の先陣を切り、「読む」「聞く」「書く」「話す（発表）」「話す（やりとり）」

の 4 技能 5 領域の力を育成する教育内容が求められている。またコンピューターやインタ
ーネットを活用した情報通信技術を育成する ICT 教育も、科学技術の目覚ましい進歩と共
にその重要性が増してきており、英語教育に ICT 教育を上手く組み合わせることで、効果
的な学習が期待されている（竹内, 2007）。 
本稿では、まず平成 29年 10月 6 日に愛知中学・高等学校で行われた私立学校特別研修
会外国語（英語）教育改革特別部会の中で CALL(Computer-Assisted Language Learning)
システムを用いて行った高校 2 年生英語表現Ⅱの研究授業から活動内容を紹介する。続い
て、平成 29年 9月から 12月まで英語表現Ⅱの授業で週 2時間 CALLシステムとインター
ネットを用いた授業を継続した後に行った生徒アンケートをもとに、CALL 授業の利点と
課題を明らかにする。 
なお、ここで紹介する研究授業のダイジェストは本校ホームページにて公開中である。

（http://www.aichi-h.ed.jp/hs/movie/movie0002.html） 
 
 
１．CALLシステムと『Calabo EX Ver. 7.0』 
	 アクティブラーニング型授業への転換や

英語教育改革と合わせて、ICT活用の重要性
については今や言うまでもないが、全国的に

見ればハード面での整備が十分に行き届い

ていないがゆえに活用に踏み切れていない

学校も多いのではないだろうか。 
Lee (2000)によれば、CALL授業のメリッ
トとして、1. 体験的な学習ができること、
2. 学習の動機を与えられること、3. 言語能
力を高められること、4. 本物の英語に触れられること、5. やりとりが増えること、6. 個
別学習ができること、7. 多くの情報源にアクセスできること、8. グローバルな視野を持て
ること、を挙げている。 



また、Ifeoma(2010)は CALL 授業を受けた生徒は、従来の授業を受けた生徒より英語の
テストにおいて全体的に高得点を取り、CALL システムは積極的に活用されるべきだと主
張しており、国内では、文部科学省が「教科指導における ICT の活用」の中で行った調査
により、ICT を用いた授業では英語だけでなく多くの教科でその効果が認められている
（2009）。 
本校では2016年度に株式会社CHIeruが提供する英語学習支援システム『Calabo EX Ver. 

7.0』（以下 Calabo）が L.L.教室に導入され、英語科でその活用方法を模索してきた。この
システムを利用することにより、高音質のヘッドセットを介してのリスニングや会話、音

声の録音、シャドーイング、画面を共有しながら行うペアワークやグループワーク、ワー

ドや PDFなどの文書の配布や回収、などと多彩な活動が可能となった。約 1年間の模索の
のち、現在どのように授業が行われているかを以下に紹介する。 
 
 
２．CALLシステムを用いた授業実践 
 
2.1  インターネットクイズを用いた課の導入 
研究授業で扱った教材は数研出版 POLESTARⅡの Lesson 11 “I Can Talk about 

Life-changing Events”で、「出産」「結婚」「入学」「卒業」など自身または他者の経歴につ
いての表現方法の習得が課の目標となっていた。課の後半には、ノーベル賞とノーベル賞

受賞者についてのリーディング・リスニング・ライティングのタスクがあり、この研究授

業を行う数日前に、2017年のノーベル賞受賞者が発表されたばかりであったので、タイム
リーな話題であった。 
導入としては無料のインターネットクイズ「Kahoot!」を用いた。インターネット上で４
択クイズを作成することができ、生徒たちは指定されたパスコードを入力することでその

クイズに参加できる。クイズに正解するとポイントが加算され、さらに問題が提示されて

から答えを選択するまでにかかった時間によってポイントが変わる。一問終わるたびに、

獲得ポイントと得点上位者の名前（任意のニックネーム）が画面に表示されるというルー

ルである。 
	 Kahoot!は、アプリやソフトをダウンロードする必要がないので手軽に始めることができ
るのが特徴である。クイズの間は、臨場感溢れる BGMが流れ、また問題や選択肢に文字だ
けでなく画像を挿入することもできる。研究授業ではノーベル賞についてのクイズを 10題
作成したが、ゲーム感覚でその日の学習内容に焦点を当てられることが大きなメリットで

あり、導入の活動として最適である。本校では 1 人 1 台のパソコンで行っているが、タブ
レットやスマートフォンにも対応している上、チームで競うこともできるため、グループ

に 1台といった台数が限られている授業の場合でも同様に利用できる。 
 



2.2  キーフレーズの確認と自己関連化（Personalisation） 
Kahoot!クイズでテーマについての動機付けをした後、本課で用いられるキーフレーズを
確認していった。be born, grew up, major in, graduated from, got married…といったフレ
ーズを文字で示すとともに、それらのフレーズを連想させる画像をスクリーンに映し出す

ことによってイメージしやすくした。 
次に、以下のワードファイルを生徒に配信し、タスクに取り組ませた。 

 
Task 1.  Write about your life event in sentences. 

1. Can you tell me about your background?    

2. What junior high school did you graduate from?  

3. What would you like to major in at university?  

4. At what age would you hope to get married (if you hope)?  

 
Task 2.   

Put on the headset and ask the questions above to each other.  Do NOT tell your name.   

Start the conversation with the phrases, “Hi, shall I go first?” or “Hi, would you like to go first?” 

 
ここでは生徒はキーフレーズを使いながら自分自身のことについて、英語でワードにタ

イプしていく。学習したフレーズを自分の経験や考えと結び付けて使用する活動は、活動

への動機を与えると共に、学習内容が定着しやすいと言われている(British Council, 2015)。 
英文をタイプした後は、ペアで紹介するのだが、L.L.
教室ではヘッドセット越しに会話をすることになる。こ

れは Calaboの特徴のひとつであるが、ペアは横や縦だ
けでなく、教師側パソコンからランダムに選ぶこともで

きるので、ヘッドセット越しに誰とつながっているかが

わからない状況を作り出すことができる。生徒たちは名

前を告げることなく、自己紹介文を相手に伝え、聞いて

いる生徒は、声と英文の内容から相手の生徒を類推する。こうすることによって、会話へ

の程よい緊張感が生まれるとともに、顔が見えない分、相手の話をより集中して聞くよう

になる。 
 
2.3  インフォーメーションギャップ活動 
次に日本人ノーベル賞受賞者の経歴が日本語で書かれたワードファイルを一斉送信し、

生徒たちは学習したフレーズを使いながら英語でタイピングしていく。Calaboでは列ごと
に違うファイルを送信することができ、ここでは奇数列の生徒（Ａ）には川端康成につい

ての、偶数列の生徒（Ｂ）には湯川秀樹についてのファイルを配信した（参考資料①②）。



生徒はそれぞれの人物について英語で書き、そのあとヘッドセットをつけてその人物の経

歴を伝えるのだが、人物の名前は伝えない。経歴の書かれたワードファイルの下部には川

端康成、湯川秀樹のほか 2 名の画像があり、聞いている生徒は相手がどの人物について話
しているのかを推測するという、リスニングとスピーキングの活動へとつなげることが狙

いである。 
このように、ペアでそれぞれ違う情報を持ち、情報を引き出しながら、または統合しな

がらゴールに向かっていく活動は、インフォーメーションギャップ活動と呼ばれ、話す生

徒は自分の持っている情報をきちんと伝えなければならない責任があり、聞く生徒は、相

手の英語をしっかりと聞かなければ答えにたどり着かないということで、実際のコミュニ

ケーション場面に近い状況を作り出す上で、たいへん効果的な活動である（望月他, 2016）。 
この活動では、伝える側の生徒は、自分の英語に自信がなければ発話しづらいという側

面も持っているので、ここではライティングからスピーキングにつなげていく際、Ａ－Ｂ

のペアで活動する前に、Ａ－Ａ、Ｂ－Ｂという同じ人物について書いた者同士で英文の確

認とリハーサルをしたうえで、はじめてＡ－Ｂのペアを組み発表させる。 
 
2.4  「ムービーテレコ」を用いたリスニング活動 
	 Calabo の特徴のひとつとして、音声や動画フ
ァイルを取り込み、視聴できるだけでなく、音声

は波形として表示され、英語の音声を視覚的に認

識することができる。また、自分の音声を重ねて

録音し、それを聞くこともできる。聞きたい箇所

を何度も繰り返し聞くことができ、また再生スピ

ードを変えることもできるため、生徒一人ひとり

が自分のペースで集中してリスニングに取り組

むことができる。教室であれば、“Listen to the 
following conversation and answer the questions…. Let’s listen again.”と全員が同じタイ
ミングで同じ回数を聞くことしかできないが、ムービーテレコを用いたリスニングでは、 
“You have three minutes and listen as many times as you want until you can 
understand the conversation”. と指示の仕方も変わる。 
なお、スピーキングで用いる場合は、録音した音声を保存させ、データを提出させたり、

あるいは、教師側パソコンから、録音－停止―回収までを一斉に行うことも可能である。 
本研究授業のリスニングタスクは、2013年現在での日本人ノーベル賞受賞者についての
会話文を聞き、表の中の空欄に英語の語句を補充するという問題であったが、一人ひとり

が 3 分間自分のペースで何度も聞いた後、ペアで相談して、最後に全体で答えを確認する
という流れで行った。このような手順で行うことで、生徒たちは以前よりリスニングに対

して積極的に取り組むようになっている。後述する生徒アンケートにおいても、英語学習



に役立つかどうかを尋ねた 8 つ活動の中で「ムービーテレコ上のリスニング」が「とても
そう思う」と「ややそう思う」合わせて 95.0％ともっとも高い割合であったことからも、
CALLを利用した英語学習の中でのリスニングの重要度がうかがえる。 
 
2.5  英文タイプとグループワークによるピアフィードバック 
	 教科書のリスニング問題のトピックが2013年までの日本人ノーベル賞受賞者であったの
で、ライティングは「2014年以降の受賞者をひとり取り上げ、その経歴を書いたのちに、
なぜその人物を選んだのかを 100語程度で書きなさい。」とし、その日の課題とした。次の
授業では、CALL システムの「グループワーク」機能を使用して 4 人グループの生徒同士
でエッセーを読んだ。この機能では、教師側パソコンから任意にグループを設定すること

ができ、グループメンバーの一人の画面をメンバー全員で共有することができる。他のメ

ンバーはここで共同編集もできるので、間違いを見つけると仲間同士で書き直す。5分でひ
とりのメンバーのエッセーを読みピアフィードバックシート（参考資料③）を記入し相互

評価を行う。時間になると、共有画面を次のメンバーに変える。このようにして、20 分で
4人全員のエッセーを読み、評価をする。その後、生徒は評価表を本人に渡し、教師は次に、
自己評価シート（参考資料④）を配信し記入させる。生徒はグループメンバーからのピア

フィードバック表を参考にし、第 2 稿を書き上げ、自己評価シートとともに教師に送信す
る。 
教師はグループワークの間、「モニタ」機能を使って生徒の作文に画面上で目を通してい

く。その中で共通して見られるエラーや、優れている作文を見つけると、授業の最後に生

徒全体に示して参考とさせる。 
	 上記の活動を 1学期間継続することで、生徒の書く力や表現力は大きく向上しているが、
それに加えてもうひとつ筆者が生徒の変化を実感したのは、キーボードでタイプするスピ

ードである。当初はキーボードでタイプすることに全く慣れていない生徒も多く、一文字

ずつ確かめるように打っていた。10分で 50語書けるかどうかというスピードであったが、
今は全体で平均 100 語タイプできるほどになっている。今後 TOEFL や GTEC-CBT のよ
うにパソコン上の試験を受ける機会が増えていくことを考えると、タイプスピードをつけ

ることは英語の力をつけるのと同様に重要であるかもしれない。 
 
 
３．アンケートから見る CALL授業 
Ｌ.Ｌ.教室における以上のような CALL を活用した授業を週２時間１学期間継続したの
ち対象クラスの生徒 39 名にアンケートを実施した。質問項目としては、「普通教室での授
業と CALL 授業の比較」、「CALL 授業と英語学習の向上」、「普通教室授業の利点」、「今後
CALL授業でやってみたい活動」の 4点で、オンラインアンケートの形で行った。 
 



3.1  CALL授業の優位性 
１つめの質問については、8 つの項目すべてで 80％以上の生徒が教室の授業に比べて

CALL授業が有利であると答えており、97.5％の生徒が主体的・協同的に活動ができると答
えている。そして、４技能のすべての技能において活動の機会が増えたと答えており、そ

の中でも、とりわけ「英語を書く機会が増えた」については、すべての項目の中で最も多

い 70％以上の生徒が「とてもそう思う」と答え、「ややそう思う」と合わせると、94.9％で
あった。これはエッセーライティングの際には毎回グループワークによる相互評価を行っ

ているため、書くことに対して責任感を持って取り組んでいること、相互評価の後に第 2
稿を書いて提出するという活動があることが要因として挙げられる。 
 
質問１.「教室での授業に比べて CALL授業では．．．について当てはまるものを選んでください」 

 とてもそう思う ややそう思う あまりそう思わない 全くそう思わない 

より多くのことを学べる。 23.1% 69.2% 5.1% 2.6% 

より効率的に学習できる。 43.6% 41.0% 12.8% 2.6% 

より主体的に授業に参加できる。 59.0% 30.8% 7.7% 2.6% 

より授業に集中できる。 48.7% 35.9% 12.8% 2.6% 

英語を読む機会が増えた。 43.6% 41.0% 15.4% 0.0% 

英語を聞く機会が増えた。 48.7% 38.5% 12.8% 0.0% 

英語を話す機会が増えた。 42.1% 42.1% 15.8% 0.0% 

英語を書く機会が増えた。 71.8% 23.1% 2.6% 2.6% 

ペアやグループで活動する機会が増えた。 66.7% 30.8% 2.6% 0.0% 

 
	 ２つ目の質問は、CALL 授業で行われている活動が英語力の向上につながっていると感
じるかを問うものであるが、機会が増えたかという事実についての質問に比べて、実感を

問うものであるので、断定的な答えは全体的にやや少なくなっている。しかしその中で、

突出して向上につながると感じられたものは、上述した「ムービーテレコを利用したリス

ニング」活動であった。また、「データによる提出や保存」も「とてもそう思う」「そう思

う」合わせて 97.4％の生徒が英語力向上につながると感じていた。CALL 授業ではすべて
の文書、音声をパソコン上でやりとりし、生徒はUSBメモリーに保存することができるの
で、多くの情報を得る（貯める）ことができること、そして配布や回収に手間がかからな

い分教師と生徒間のやりとりが増えたことが要因と思われる。 
	 一方で、ライティングについては、１つ目の質問で、もっとも多くの生徒が「書く機

会が増えた」と答えているのに対し、２つ目の英語学習の向上に役立つかどうかを問う質

問のライティングに関する項目、「チャット機能を用いてのライティング」「エッセーのグ

ループワーク」「エッセーの相互評価」では、肯定的な回答がそれぞれ、66.7%、87.2%、
79.5%であり、現段階ではライティングの活動量に対する内的な動機付けが十分ではないこ



とがわかった。ただし、Jafarian, et al.（2012）が行った研究では、CALL授業を受けた
生徒は、そうでない生徒と比べて明らかにライティング力が向上しており、本校生徒につ

いても、現在受験している英検や GTECといったテストの客観的な数字を用いた CALL授
業前後の比較検証を待ちたい。 
 
質問２：「以下の活動は英語力の向上につながると思いますか。」 
 とてもそう思う ややそう思う あまりそう思わない 全くそう思わない 

Kahoot!によるクイズ 33.3% 59.0% 7.7% 0.0% 

小テスト機能 33.3% 53.9% 12.8% 0.0% 

ヘッドセットを介しての会話 38.5% 43.6% 18.0% 0.0% 

ムービーテレコ上のリスニング 64.1% 30.8% 5.1% 0.0% 

チャット機能を用いてのライティング 30.8% 35.9% 25.6% 7.7% 

エッセーのグループワーク 38.5% 48.7% 12.8% 0.0% 

エッセーの相互評価 25.6% 53.9% 18.0% 2.6% 

データによる提出や保存 43.6% 53.9% 2.6% 0.0% 

 
 
3.2.  課題と今後の展望  
	 最初の 2 つの質問が CALL 授業のメリットをたずねた一方、3 つ目の質問では「CALL
授業よりも従来の教室での授業が優れている点」について尋ねた。中には、「全面的に CALL
授業の方が優れている」という回答が少なからず見られたが、いちばん多かった回答は、

手書きの利点であった（8／31件回答）。「実際に紙に書くのでスペルミスをしにくくなる。」、
「書くことで覚えることができる。」、「ノートに書くので、頭で整理しやすい。」という意

見は、デジタルネイティブとも言われる今の高校生たちは、手書きよりもスマホやパソコ

ンのようなデジタル機器による学習のほうを好むであろうという筆者の予想を覆すもので

あった。 
	 また、「より集中できる」「より緊張感を持つことができる」といった意見が次に多く（4
件）、これは教室での一斉授業に比べて、生徒が自分のペースで活動する時間が多くなり、

また生徒の目の前にはパソコンモニタがあるため、教師から見られているという緊張感が

薄くなることから、そのように感じられるのかもしれない。実際には教師は教師側パソコ

ンから生徒たちがパソコン上で行っている作業をすべてモニタすることができるのだが、

直接目が合わないために、見られていると感じにくいのかもしれない。そう考えると、こ

のような授業形態は、学習に対する意識が高く、ある程度自立している生徒でないと、逆

効果になってしまうことも考えられる。また、教師は的確で、テンポの良い指示を出すこ

とによって、生徒が活動しやすい環境を作る必要がある。 
	 さらに、「教室のほうがいろんな人の意見が聞ける」「周りとのコミュニケーションがと



りやすい」という興味深い意見もあった。というのも、一般的に ICT の強みは、アイデア
の共有や、協同学習が行いやすいという点にあると思われるからである。しかし、CALL
教室では生徒は座席を移動することなく、ヘッドセット越しに、また画面上でつながった

生徒の間だけでのコミュニケーションとなり、教室のオープンな空間に比べると、確かに

そのように感じるのも頷ける。「教室のほうが顔を合わせてしゃべるので言いたいことが伝

わりやすい。」という生徒の感想がこの事実をよく表している。 
CALL システムを使うことで、ペア活動では周りの音を遮断して会話に集中でき、グル
ープではパソコン画面を共有して共同編集するといった活動ができるものの、表情やジェ

スチャーといったノンバーバルなコミュニケーションが制限されるということを念頭に置

き、活動を精選しなければならないだろう。 
	 アンケート最後の「今後どのような活動をしたいか。」という質問に回答した 28 名のう
ち、最も多かったのは、スピーキング活動（7名）で次いでリスニング活動（4名）であっ
た。CALL システムを用いることで、この 2 技能を強化する活動が多くできることを考え
ると、4技能の中でもリスニング、スピーキングの比重を増すべきであろう。また、「Kahoot!」
のようなエンタメ性のあるクイズ、グループワークやクラス全体でのディスカッションと

いった生徒が積極的に参加できる活動へのニーズも挙げられていた。 
一方ライティングに関しては、「要点を詳しく学びたい」、「文法事項をもっと学びたい」

「エッセーの添削をもっと教師に見てもらいたい」といった英文の正確さを身に着けたい

という声もあり、CALL におけるライティング活動のバリエーションを増やしていくとと
もに、上述したように、CALL 授業前後のライティング力の客観的な効果を検証していく
必要がある。 
 
 
おわりに 
ここまで見てきたように、CALL システムを用いることにより、生徒の主体的な活動や
ペアワーク、グループワークといった協同活動を行うにあたり、普通教室で行う授業に比

べて容易に、そして効果的に展開できることが明らかになった。また英語４技能すべてに

おいて機会を多く提供できることに加えて、スピーキングやリスニングといった音声面の

能力の向上が期待される。一方で、いわゆる紙とペンの有用性も指摘されており、オープ

ンな教室の雰囲気を生かしたブレインストーミングやディスカッションなどの活動につい

ては普通教室においての方が行いやすいかもしれない。 
現在、本校では CALL 授業が本格的に始まり、その活用方法と効果が少しずつ分か

ってきたところではあるものの、まだ客観的な比較データがなく、その効果については

感想に留まっているため、今後継続して調査を行っていくつもりである。そして、これか

らますます教育とテクノロジーは密接につながっていく中で、さらなる CALL システムの
普及にあたり、本稿が将来の英語教育に幾ばくかでも役立てば幸いである。 
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参考資料①  Lesson11 Jigsaw Reading  student A 

1. Read a 
biography of 

Hideki 

Yukawa（湯川秀樹） 

 
 

 
 
 
 
 
 
2. Write his short biography in English in the box below↓ BUT DON’T write his name. 

hint: 帝国⼤学= Imperial University、  理学=Science 
 
 
 
 
 
 
 
3. Practice before reading it to your partner. 
 
Pair Work “Who am I talking about” 
1. Read aloud the biography you wrote and make your partner guess who you talked 

about. 
 
2. Listen to your partner and guess who he/she is talking about. 
 
 
 
 

1907 東京に⽣まれる 
1929 理学専攻  京都帝国⼤学卒業 
1932 スミと結婚 
1949 ノーベル物理学賞受賞 
 核兵器に反対 
1981 74 歳で死去 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

	 	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	   

	     ①	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ②	 	 	 	 	 	 	 	 	 ③	 	 	 	 	 	 	 	 	 ④ 

  Maybe your partner is talking about… Number (    )  His name 
(                     ) 



Lesson11 Jigsaw Reading 
 
	

	

	

Photographs	and	

information	retrieved	from	wikipedia	

参考資料②  Lesson11 Jigsaw Reading  student B 

1. Read a biography of Yasunari Kawabata（川端康成）.   

 
 
 
 
 
 
 
 
2.  Write his short biography in English in the box below↓ BUT DON’T write his name. 
  Hint: 帝国⼤学= Imperial University、  ⽂学=Literature 
 
 
 
 
 
 
 
3.  Practice before reading it to your partner. 
 
Pair Work “Who am I talking about” 
1.  Read aloud the biography you wrote and make your partner guess who you talked 

1899 ⼤阪に⽣まれる 
1924 ⽂学専攻  東京帝国⼤学卒業  
1926 ヒデ⼦と結婚 
 ⽇本の⼼を描写 
1968 ノーベル⽂学賞受賞 
1972 72 歳で死去 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



about. 
 
2.  Listen to your partner and guess who he/she is talking about. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Photographs	and	information	retreived	from	wikipedia	

参考資料③  Essay Writing Peer Feedback Sheet 
Topic: Choose one Japanese Nobel Prize winner between 2013-2017 and write briefly about 

him and then write why you chose him.  You should write around 100 words. 
（	 	 	 	 	 	 	 	 	 ）’s writing  
point Evaluation criteria  Yes     Maybe       No 

content The topic is clear, provide enough information, and 

communicate creative ideas 

2         1          0 

Organization Clear beginning - middle - end with appropriate discourse 

markers. Demonstrates orderly flow of ideas 

 2         1          0 

vocabulary Wide range of words are used and has few spelling errors 2         1          0 

grammar Intelligible enough with only a few grammatical errors  2         1          0 

wordage 90～ = 2、   70～89 = 1	      ～70 = 0  2         1          0 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	      Total Score [                   ] 
Good point about his/her essay & What can be improved 
 
 

Your name (                           ) 
 
 
参考資料④	 Essay Writing Reflection Sheet 
The total point you received from peers. 
point Evaluation criteria  score 

content The topic is clear, provide enough information, and communicate creative ideas  

	 	 	 	 	  	 	 	 	 	 	 	 	 	   

	     ①	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 ②	 	 	 	 	 	 	 	 	 ③	 	 	 	 	 	 	 	 	 ④ 

  Maybe your partner is talking about… Number (    )  His name 
(                    ) 



Organization Clear beginning - middle - end with appropriate discourse markers. 

Demonstrate orderly flow of ideas 

 

vocabulary Wide range of words are used and has few spelling errors  

grammar Intelligible enough with only a few grammatical errors  

wordage 90～ = 2、   70～89 = 1	      ～70 = 0  

Total Score [                   ] 
	  
Your good point from peer feedback 
 
 
What can be improved. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


