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インターネ

低価格パソコ

ている現在，

語学習につい

０

ット接続の高速化と大容量デ

ンの登場で各個人が占有でき

様々なスタイルのオンライン

ては，多数の有料・無料の自

．は じ め に

ータの送受信が可能になっ

たり，家族と共有できたり

学習が可能になってきてい

学自習サイトがサイバー・

たブロードバンド化
）
が進み，

するパソコンも普及してき

る。その中でオンライン英

コミュニティに存在し，ネ

ットワークに

る環境が整い

ンで楽しく

を対象とした

での

本稿では，主

習の一形態を

がったパソコンや携帯端末

つつある。

学んで，英語のスキルアップ

有料オンライン・サイトのひ

サイトとして， （

として のイントラ

紹介すると共に，その利点・

があり，積極的かつ継続的

（以下

を目指す学習者（ 点

とつとして，あるいは大学

ネット版についてのレビュー

欠点を論議し，今後の理想

な学習意欲があれば，学べ

と略す。）は，アニメーショ

から 点レベルの学習者）

などのイントラネット環境

）が開発・提供している。

をし，オンライン英語学

的なオンライン英語学習の

あり方を問う

今や

職・昇進など

のひとつとし

ものである。

１． （ ）

（ ）テストは，海外事業に関

様々な場面やクラス分けのた

て重要視されるようになっ

テスト
）
と （イー・ジア）

連する業務に携わっている

めのプレイスメント・テス

てきている。また， （

者だけではなく，進学・就

トとして英語力を測る手段
）テスト受験経験者の苦労

話や得点力ア

が

ップした成功例などについて

提供する有料サイト（

）もその例である。

提供するインターネット・

）および無

サイトがたくさん存在する
）
。

料体験版サイト（

（ ）
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２．

学（第 巻・第４号）

の概要

．

まず，

ターが動き回る

のようなトップ

「 （学

ことになる。

（学習）

インターネット版サーバ

で作られたホームペー

ページ画面となる。イント

習）」，「 （

にアクセスすると，図１のよ

ジ画面が現れ，開始ボタンを

ラネット版の場合は直接図２

情報）」，「 （ヘルプ））

うな顔のマウスポイン

クリックすると，図２

のようになる。ここで

のいずれかを選択する

図１ ホームページ画面 図２ トップページ画面

（学

（図３参照）そし

図３ 認証画面

習）メニューをクリックする

て，コンテンツ・メニュー

図４ コンテン

と，まず利用者の と

画面（図４参照）となり，「

ツ・メニュー画面

認証が行われる。

（学習）」，

「 （

（問題の正答と解

（スキル別

用したいものを

．「

「

（ ） の模擬問題

説）」，「 （オリジ

学習法）」，「 （藤森ケ

選択することになる。

（学習）」

（学習）」をクリックして学習

）」，「 （復習

ナル問題）」，「

ンジの困った時の英会話）」とい

し始めると，学習メニューと

）」，「

（めざせ 点）」，「

うメニュー項目から利

してストーリー１（シン

（ ）
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図５ 学習メニュー画面 図６ ストーリー１のメニュー画面

ガポール出張

照）ストーリ

ポール出張

に分けて学ん

扱う会社「ス

めアメリカ，

「 」

通して遭遇す

編）とストーリー２（アメリカ

ー１では，コンピュータ商社

に行って，日本に帰国するま

でいくものである。（図６参

メラギ社」に勤める「田尾昌

イギリス，そしてドイツで開

「 」の場面に分けて

る英語を学び，異文化体験を

・ヨーロッパ出張編）のいずれ

「ジャネテック社」に勤める

でに起こる出来事を「

照）同様に，ストーリー２は

義」と「安藤義之」という

催されるメッセに出向く際

学んでいくものである。ど

するという設定であり，ビ

かを選択できる。（図５参

「藤森ケンジ」がシンガ

」 「 」の場面

，米国製特殊半導体を取り

２人の登場人物が商談のた

に遭遇する様々な出来事を

ちらも海外ビジネス出張を

ジネスの世界で英語を使わ

ざるを得ない

取引先からの

と克服法や非

状況を仮定して実践的な場面

訪問者 日本出張編などがあ

言語コミュニケーションを中

が提供されている。できれ

って，日本人・日本文化と

心としたコンテンツのもの

ば，ストーリー３として，

のコミュニケーション摩擦

があるとよいであろう。

図

各

７ の開始前画面

に入って学習するには「 」

図８

ボタンをクリックするが，図

の開始後画面

７のような学習が開始で

きる状態とな

なり，「字幕

トと和訳」ボ

いては「字幕

うするように

度聞いても難

る。そして，アニメーション

あり」か「字幕なし」の選択

タンもあり，簡単に日本語で

なし」あるいは「スクリプト

指導すべきであるが，非英語

しいものでもあるし，効率的

を見るために「 」ボタ

ができる。また，ストーリー

も状況が理解できる。易し

と和訳」なしでも十分対応

母語話者の学習者にとって

な学習をするためにも，選

ンを押すと，図８のように

１については，「スクリプ

いレベルのコンテンツにお

できるし，教員としてはそ

は，聞けない音や表現は何

択 として「字幕あり」の

（ ）



選択ができるの

はなく，流暢な

しての英語」と

立命館経済

は理想的であろう。ただし，

英語を話す非英語母語話者

いう視点からは，コミュニ

学（第 巻・第４号）

この登場人物の英語は必ずし

も含まれており，聞きやすい

ケーション・ツールとして様

も英語母語話者だけで

ものもある。「国際語と

々な英語（

）が世

にくくともシン

かと思う。

界中で存在し使われている現

グリッシュ（ ）が使わ

状を考えると，シンガポール

れている場面をもっと入れて

編であれば，少し聞き

も良かったのではない

図９ ファイルの音声画面 図 正解時の自動応答画面

図 誤答時の自動応答画面 図 写真情報の理解

次に

ルの音声を再生

参照）などがあ

参照）の判断

ならば正答を出

さらに，

に進むと，単純

して聞いて回答するスタイル

り，そして「解答」ボタンを

がなされ，ポップアップ・ウ

して確認することになる。

についても基

にスピーカー・アイコンをク

（図９参照）や写真を見て，

クリックして，正答（図 参

インドウが現れ，正解ならば

本的なものは同じであるが，

リックして ファイ

解答するスタイル（図

照）であるか，誤答（図

次へと進むか，不正解

実際に使われる税関申

告書のようなも

解できる。でき

注意が必要であ

て，私的な情報

単語や語句が出

ースにリンクを

の（図 参照）や読解教材（

れば前者のようなフォームは

るが， を駆使してオン

部分以外を有効利用できると

てきたら，何らかのオンライ

張り，それらをクリックする

図 参照）も少しだけ別ウイン

，プライバシー情報であるの

ラインで実際に情報を埋め込

良いだろう。また，学習者に

ン辞書機能とリンクを張るか

だけで簡単に意味が分かるス

ドウに拡大して読み理

で取り扱いには十分な

め，データベース化し

とって多少とも難しい

，独自の辞書データベ

タイルになるとさらに

（ ）
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図 税関申告書サンプル 図 読解教材サンプル

良くなるであ

各学習場面

ボタン」を押

とになるから

また同様

機能に加えて

現などについ

ろう。

に入った後，他ページに移動

す必要がある。「学習終了ボ

である。

に，ストーリー２では，「字幕

，すべての場面ではないが

ての説明を提供する「ポイ

する際には，毎回必ずペー

タン」を押さないと学習時間

あり」か「字幕なし」，「スク

，「登場人物紹介」（図 参照）

ント」（図 参照）が提供され

ジ最下部にある「学習終了

の履歴が記録されないこ

リプトと和訳」のヘルプ

，各場面で出てくる英語表

ている。ただし，これらは

基本的に日本

力をもっと

日本企業が開

だけという逆

語で後はメニ

なボタンは，

うスタイル

語で書かれているので，でき

つけられる材料になるのでは

発・販売しているオンライン

の問題点もあるので，一方だ

ューも含めてすべて日本語と

もちろん英語で十分だし，必

になっていないのが残念であ

れば英語で書かれていた方

ないだろうか。このことは

教材
）
に言えることであるが

けを批判はできないものの

いうのも問題ではないだろ

要な時にクリックして日本

る。やはり，コンテンツ開発

が「英語で考え理解する」

に限らず，多くの

，欧米の同様のものは英語

，学習場面，演習問題は英

うか。繰り返し使う基本的

語訳が出てくればよいとい

における （

念と実践的な

），特に

アイデアが十分に反映されて

（

いないのはないかと思われ

）の専門家の理

る。

図 登場人物等の情報画面 図 各場面の表現の概説画面

（ ）



．「

実際の

問

立命館経済

（ （ ）

（ ） は２時間（

の合計 問に答える一斉客観

学（第 巻・第４号）

の模擬問題）」

分間）で の

テストであるが，ここでの

問と の
（ ） の模

擬問題は，同じ

な学習ができる

の情報を理解し

れを確認してか

形式のものが セット用意さ

量が提供されていると言えよ

た上で，実際の模擬問題に取

ら受験セット（図 参照）を

れている。このことから，受

う。 （ ） の構

り組むが，個々の学習者の受

選択する。

験対策としては，十分

成（図 参照）について

験記録が提供され，そ

図 （ ） 構成画面 図 （ ） 問題セット画面

．「

各学習者が選

それぞれの「復

ないと復習はで

．「

「模擬問題セ

（復習

択可能な「復習テスト」の

習テスト」へ進むスタイル

きないスタイルである
）
。

（問題の正答と解説

ット」から特定の問題セット

）」

「模擬問題セット」は，好みの

であるが， （ ）

）」

を選択して，それぞれの「

問題セットを選択して，

模擬テストを受けてい

別正答解説」ある

いは「本試験結

様に，

．「

「オリジナル

（図 および図

果表示」へ進んで理解する
（ ） 模擬テストを受け

（オリジナル問題）

問題セット」から適宜問題セ

を参照）あるいは「試験結果表

ものであり，「

ていないと見られないスタイ

」

ットを選択して，それぞれの

示」へ進んで検証するスタ

（復習 ）」と同

ルである。

「 別正答解説」

イルである。

．「

このコーナー

間」，「リスニン

て測定される英

意味すること」

では，通常

（めざせ 点）」

は，「 によって測定

グ力増強法」，「リーディン

語力とは」では，「

，「 が目標とする英

点から 点までの受験者

される英語力とは」，「

グ力増強法」から構成されて

について」，「 の現状

語力」に分けて有益な情報を

がごく僅かな差で２番目の山

の出題形式」，「学習時

いる。「 によっ

」，「 のスコアが

提供している。

を形成している。

（ ）
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図 別の正答解説用画面 図 各 の問題解説例画面

では，

自分が特別で

かに，このレ

折感や焦燥感

な目標設定を

「

パートの出題

出題形式と解

点から 点レベル

きないという訳ではないとい

ベルの学習者の英語学習に対

もあり，やっても無理だろう

させ，アニメーションを使っ

の出題形式」では，「

形式と解答テクニック」，「リ

答テクニック」が提供され

の学習者を対象にしているの

うことを認識して取り組ん

するモチベーションは決し

という自信喪失状態の者も

て楽しく学ばせる工夫がさ

の構成」，「リスニング・セク

ーディング・セクション」，

ている。 受験の具体的

で， 点レベルの人も，

で欲しいと考えている。確

て高くなく，それまでの挫

多い。したがって，具体的

れている点は評価できよう。

ション」，「リスニング各

「リーディング各パートの

なノウハウの提供である

が，受験予定

「学習時間

ら，実際に

ヶ月という

目指してい

時間は約

で 時間と

者には有益な情報と言えよう

」では，外国語学習というも

どのくらい時間をかけるべき

短期間に， のスコアが

る。 運営委員会の発表

時間であるということである

なり，これを 日（３ヶ月）

。

のは時間がかかるものである

かということについて述べて

点から 点レベルの人

によれば，スコアを 点上

。そうすると，スコアがちょ

で割ると，１日 時間学習す

という半ば常識の説明か

いる。 では，３

が， 点に達することを

げるのに要する英語学習

うど 点の人は，３ヶ月

べきであるとなる。真に

学習意欲のあ

くはないが，

の人の場合，

時間，１日当

３ヶ月で

運営

で，それ以上

る者ならば，日常業務をこな

丸々３ヶ月間そういった状

点に達するための必要な

たり５時間になり，スコアが

時間，１日当たり 時間と

委員会の数字は，基本的に

のレベルを目指すにはもっ

しながら，自宅学習でやっ

態を続けることは無理だろう

英語学習時間は 点の人の

ちょうど 点の人の場合に

なって，不可能な学習時間と

スコアが 点から

と時間がかかるし，逆に 点

ていける時間量とも言えな

。スコアがちょうど 点

２倍となり，３ヶ月で

は， 点アップのために，

なってしまう。しかし，

点の人に当てはまるもの

未満の人は意欲を持って

継続的に取

の傾

が 点アッ

は，

平日は１日２

いる。これは

り組めば，もっと少ない時間

向と対策の基本を知り，スキ

プする可能性があるとする。

に加えて，他の教材も使っ

時間以上，土日の休日には１

果たして実現可能であろうか

でスコアアップが望めるも

ット学習および模試問題をや

しかし，この３ヶ月間で真剣

た自己学習などを考えて，日

日５時間以上，英語学習時

。学習時間数の差こそあれ

のであろう。 で

れば，それだけでスコア

に 点を目指している人

常業務をこなしながら，

間を確保して欲しいとして

，毎日学習し，３ヶ月間も

（ ）



継続できる学習

るようなモチベ

コアアップを達
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者は極めて少ないであろう。

ーションの高い者は，もっと

成することができよう。しか

学（第 巻・第４号）

日常業務時間中にも英語学習

楽な時間配分ができ，そして

も，自分の給料アップや昇任

の「研修」を受けてい

短期間に のス

，あるいは海外出張に

関わる場合も多

リスニングとリ

割合が理想的で

を踏まえると同

力養成に重点を

「リスニング

英語で考える脳

々あるわけで，自ずとモチベ

ーディングに割り当てる時間

あるとしている。学校英語教

時に， の半分がリス

置くことは必要であろう。

力増強法」では，「何について

」，「発音の仕方」の情報が提

ーションが高くなるので効果

配分は，リスニング２に対し

育の中でリスニング訓練の時

ニング・テストであることか

の話かをつかむ」，「音読の効

供されている。リスニングと

も違ってくる。一方，

リーディング１という

間が限られている現状

ら，確かにリスニング

用」，「英語脳 英語を

スピーキングの相関関

係が高いことは

い状況であり，

要である。すな

を取り入れる演

手法を推薦して

を使った音読を

を見て，正しい

最初のうちは曖

言うまでもなく，学校という

受験対策だけにとど

わち，リスニング力養成の基

習カリキュラム構築やテキ

おり，補足手段としてもスク

薦めている。暗唱と言っても

スキットの英語が口に出せる

昧にしていたことも細部まで

英語教育現場でのリスニング

まらず，完全主義を脱却した

礎段階から内容語を中心と

ストの採用が必要である。

リプトを活用することで，口

，単に丸暗記するのではなく

ようにすればよく，これでス

分かるようになり，リーディ

力養成の不足も否めな

リスニング力養成は必

した

でもそういった

，耳という身体の五感

，スキットの日本語訳

キットが完全理解でき，

ング力の方もアップす

るのであるとし

いる「英語で英

ログラムを内蔵

者の音読レベル

フィカルな情報

いえ，理想的な

「リーディン

ている。しかし，安易に日本

語を考える脳」には到底なり

した録音機能があり，英語母

が実際のコミュニケーション

が提供できればよいと思う。

スタイルには未だ至っていな

グ力増強法」では，

語訳に頼るのは良くなく，別

得ないのではないだろうか。

語話者との単なる比較結果を

で通じるレベルかどうかぐら

しかし，音声認識エンジンの

い。

の と を攻略する

セクションで主張して

本来なら，音声認識プ

示すのではなく，学習

いの判断ができるグラ

開発が進んでいるとは

ために「傾向と対策」

でも述べられて

めには，文法書

礎）英文法問題

実際にどう使う

の考える到達目

いうのは曖昧で

要な基礎文法力

いるように，まず高校１年ぐ

を読むのではなしに，文法

集をやるのがよいとしている

か，その運用の仕方こそが

標にふさわしいレベルの場合

あると同時に少ないと思われ

の修得は不可欠であり，文法

らいまでの英文法を身につけ

項目ごとに例題と練習問題の

。文法は知識としてだけ頭の

大事であるからであるという

はともかく，日本の高校１年

る。もちろん，オーラル・コ

項目ごとに具体例を理解しな

る必要があり，そのた

ついた初級（あるいは基

中にあってはダメで，

主張である。

ぐらいまでの英文法と

ミュニケーションに必

がら，練習問題をこな

すことにより，

また，語彙に

などを用いて完

ことをこの基本

この 語とい

書店の洋書コー

正確さをまして文法力をつけ

関しては，まず高校２年ぐら

全に思い出すことが必要であ

語で言い表すことができ

う語彙に限った隔月間の英

ナーでは，語彙数を制限した

る方法は妥当な手法と言えよ

いまでに覚えたはずの基本英

る。何故ならば，内外の英語

ると証明されているからであ

語雑誌も（テープ付きで）発売

ペーパーバックも多数売られ

う。

単語 語を，単語集

学者によれば，全ての

ると言う。そのために，

されているし，大きな

ている。こういう教材

（ ）



を利用して，

ンジしていけ

への解答は

インターネットで学ぶ英語

どんどん多読し，基本単語を

ばよいのであると主張してい

様々であるが，現代英語で最

学習プログラム （イー・ジア

血肉と化し，そして少しず

る。基本英単語はどのくら

も頻繁に用いられる英単語

）（野澤）

つ語彙数の多い本にチャレ

い必要であるかという質問
）
では， （

ベルで必要と

ている。

ん，多読訓練

にチャレンジ

にも がるも

さらに，速

）

される基本英単語リスト「

語レベルで十分かどうかとい

の必要性は言うまでもなく，

していくことは，結果とし

のである。

読に関しても， で要

を活用したものを提
）
」は大学英語教

う判断は，別の研究成果に

できる限り多様なジャンル

て 受験対策にもなる

求される速読力というのは，

供しているし，大学生レ

育学会（ ）が提供し

委ねることとする。もちろ

で読みやすい内容の読み物

し，全体的な英語力の向上

頭から読み下して，途中

で止まるこ

も読む

ングでは，

が全体で何を

味を推測する

ている。これ

っても，文法

となく最後まで読んでしま

，特殊な技術としての速読

でのように長文問題が

言おうとしているのかを把握

ことは十分に可能であり，英

は正論であり，未知の単語を

を無視したスタイルだけで読

う程度の速読力であって，

力は必要ないとしている。し

多いので，未知の単語が何回

した上で，前後関係や，文

文の構造を意識しながら，

飛ばし読みするか，その意

んではいけないのである。

１分間に も

かし， のリーディ

か出てきても，その長文

脈からその未知の単語の意

読む訓練をすることを薦め

味を推測しながら読むと言

．「

このセク

グ」３項目

「効果的な学

供されてい

れているが

グの基本など

（スキル別学習法

ションには，「語彙」２項目，

，「ライティング」１項目，「

習法の体験談」１項目の合計

る。（図 参照）「ライティング

，もう少し別の視点から「ラ

）についての情報が欲しいも

）」

「文法」１項目，「リーディ

スピーキング」２項目，そし

項目があり，スキル別の学

」については，ビジネスレタ

イティング」の学習方法（例

のである。（図 参照）

ング」２項目，「リスニン

て「総集編」に加えて，

習法についての情報が提

ーの書き方などが説明さ

えば，プロセス・ライティン

図

．「

ここでは，

スキル別学習法の選択画面

（藤森ケンジの困っ

主人公（藤森ケンジ）が困っ

図 ライ

た時の英会話）」

た の場面（図 参照）を設定

ティング項目の例

し，それぞれアニメーシ

（ ）



ョン静止画，基

全体の和訳から

リックしないと

立命館経済

本表現と和訳とポイント説明

構成されている。（図 参照

再生されたり，ポップアップ

学（第 巻・第４号）

文，会話の音声ファイルとス

）音声ファイルとスクリプト全

されたりしないが，その他の

クリプト，スクリプト

体の和訳はボタンをク

ものはすべて一度に出

てきてしまう。

ボタンを押して

すべての学習者がすべての情

表示できた方がよいのではな

報を一度に必要とするとは限

いだろうか。

らないので，必要なら

図 困った時の対処法画面

３．

図 注文間

管理者ツール

違いの場面例

に

ぞれの と

管理，個人情報

成ツールがある

当教員は一部

は「管理ツール」としてマス

でログインし，利用

管理，クラス設定，パスワー

。マスター管理者は，当然な

（クラス設定，パスワード設定，

ター管理者用と担当教員用が

する。「管理ツール」には，進

ド設定，成績表出力，一括消

がら，これらすべての管理機

一括消去）が利用できない。（

用意されており，それ

捗管理，成績表，学習

去，一括登録，問題作

能を利用できるが，担

図 および図 参照）

図 管

問題作成ツー

必要事項と問題

も同様にでき，

理者ログインモード画面

ルを使ってオリジナル問題が

を書き込んで登録するスタイ

具体的な公開期間も設定でき

図 管理者

作成できるが，問題登録画面

ルである。（図 参照）問題セ

る。（図 参照）オリジナル問

モードの違い

から新規登録へと移り，

ットの登録（図 参照）

題の作成が終わり，登

（ ）



録されると，

インターネットで学ぶ英語

各学習者は図 のような画面

学習プログラム （イー・ジア

表示で対応できる。

）（野澤）

図 問題登録画面 図 問題セットの登録画面

図 問題セット設定画面 図 オリジナル問題の表示画面

ここ数年の

の関係で利用

接続などの問

がネットワー

ぶ

４．

急速なブロードバンドの普及

できない期間もあり得るが，

題点があって簡単には利用で

クに がっていないという

」（図 参照）や

教材

に伴い，プロバイダーのサ

インターネットを利用して

きるようにはならない場合

ような状況では， 教

とテキストの「アニメで

ーバ・メインテナンスなど

学習する時にネットワーク

や，パソコンは持っている

材「インターネットで学

英語［イージア］」（図 参

照）を購入し

本稿は，他

て利用することもできる。

の似たようなインターネッ

５．結論

ト利用の 受験対策を中心とした英語学習プログ

（ ）
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図

ラムとの比較を

がら，その概略

くらいの数の学

の程度の学習効

れまでのリビ

版

試みたわけではなく，イント

を紹介することと，利点・欠

習者がどのような利用の仕方

果が出るのかなどは，別の実

ューからも分かるように，

図

ラネット版を中心に，コンテ

点を述べたに過ぎない。実際

をし，どのくらいの時間学習

証的な研究を待たねばならな

レベルか

とテキスト版

ンツの具体例を挙げな

に導入した時に，どの

することによって，ど

い。しかしながら，こ

ら レベル

（ スコア

ビジネスマンの

きる

デ

点から 点レベル）の学習

海外出張編という場面設定で

のひとつとして選択できるも

資料 関連オン

イリーミニテスト

者にとって，アニメーション

身近に感じ，コンテンツ自身

のと言えよう。

ライン・サイト・リスト

の手法を使った日本人

を楽しみながら学習で

で

英語テス

へ

マ

点アップ

ト

の道

スター

テスト対策

注

） （イ

） 国際電気

日本が２

安いこと

）

ー・ジア）に関しては，

通信連合（ ）によると，速

位の韓国以下を大きく引き離して

がわかった。プロバイダーの激し
（ ）テストに関しては，受験案内

，公式教材，関連情報な

を参照。

度に価格を加味した毎秒 キロ

最低となり，日本のブロードバ

い競争が，背景にあるようであ

，インターネット申し込み，テス

どを扱う の公式サイ

ビットあたりの費用では，

ンドが「世界一」高性能で

る。

ト概要， データ集，

ト

（ ）



（

） 本稿

） アル

インターネットで学ぶ英語

）を参照

最後の関連オンライン・サイト・

ク教育社の （

学習プログラム （イー・ジア

。

リストを参照。

）（野澤）

）はその一例

である

） 今回

め，「

）

） 大学

。

のリビューを書くにあたり，残念

復習テスト」は体験できなかった

英語教育学会基本語改訂委員会

）』を参照。

ながら，模擬試験を受験する２

。

を

編（ ）『大学英語教育学会基

時間余が確保できなかったた

参照。

本語リスト（

（ ）
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