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1. 背景

且995年からプりレポルン大学では全ての日本語コ-ス 宅レベル 且から6まできに

少なくとも週一時間ヨンピュ-タ-を使って､かな や漢字練習､聴解､読解授業を行

なってきたt､CALL授業帝人和樹の曜日 1992-3年)は､市販のかな ･漢字練習の

ソフ トウエアを使ったが､この種のソフトウ:r-アは位われている漢字の導入順番を変

えた 撃､漢字を削除したり別の漢字を付加 し変りずることができなかった¢作業そty?/rb

ものは単一のかな 3漢字の読み､意味の識別など受劫的なため､学習者は単調感を味

わ う結果になり連結して使えるものではなかったo Lかし1i995年田から､いく-I)

か教師が自由 こ教材を選択 し､そj.i.-を人jJするソフ トウエアが紹介された｡ rワラl:,

シェン｣ はATERS_良 Fビデオ 中ウオッチヤ---｣などが導洗きれると泡試験的を己補助

教材 として使Lu.､始め敢Oこれらの利点は､こ=3kンピュb-夕-,が苦手な荒タップでも馬そ

鳩 苦労せず使えることを芝ある,J これらが導克され恵三とによっ等95年 を境をこ各=:5-

,:現でCAL風Jの授業が選一時間割り当てられるようになったO

藷---ス 首､ラリアの東学で外国語学習のための､しかも守iも′ティ 伸ミディアをフルを;;:

王かせる(二Å~i_:i_言:rtボ を持-,_〕ているのはメルポル::;だけであり､(∴LAJLi_一Lでは他大学よ;,;Z.

･歩(･進んでいる｡特にlLOTEiz:L'".Lgu'lgeSOtherT三一tlnil-･n紳S帥 り中でもしこl本語が全コ十 二.:･
nカリキこてラLにir:A!_ノす__.授業が酌み入れられていることで触られているL,'JALL授業に

対する学生の反応は一般的に ｢意 くない｣と考えられてLivl､るが､学習者磯か ら見た=-i

ンピュ--I-タ-看こ対する学習者の態度や勢磯に関する調査研究は少ない｡それでメルボ

ルン大学の日本語初心者を対象にアンケ- ト調査によるコンビ且-夕-に対する態度

とかなの習得との相関関係をみる研究がまず i993年に行なわれた｡ iそれ以後

CALL授業が仝コ･-スに導入されてからの調姦研究はないことと､更に､そろそろ中級

以上の学習者を対象にCALLとそのソフトウェアの有効性を調査する必要性が出てきた

と判断し､CALL湘;_#を始めることにした0 i996年から97年にかけて､日本語4

の学習者を対象にメルボルン大学の研究助成金をもらい､プロジェクトが始まった0

2▲ 先行研究

コンピュータ-を外国語教育の中に取り入れ大幅に活用 したのは､まず､ESL/EFL

(外国語あるいは第二言語 としての英語教育)にたずさわる教師であった｡当然のこ

とながら､先行研究の大半はESL/EFLの分野であ り1980年代か らこのテーマでの

先行研究がいくつかあげられる｡Fisher(1983)もDunkel H 987)もコン

ピューターに対する態度が積極的であれば､学習意欲をうながしクラスの出席率も高

くな り､学習動機にもプラスになることが報告されている｡Kenning(1990)は

cALLが楽しいものであり､役に立つと学習者が認識すれば学習にも良い結果をもたら

すことを指摘している｡先行研究の中には上記の結果とは反対のも報告されているが､

そのような場合は研究の方法に問題があることがある｡(Chappelle and Jamieson′
1986) ここから一般的に言えることは､CALiJに対する学習者の態度と動機の要因披

言語習得 と相関関係にあると言えるのではないだろ うか｡筆者の 1993年の研究も
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統計的にはっきり断言できなかったが､これは学習者のCALL に対する態度が非常に

肯定的であり､同時にかなの習得率も大変高く,自然分布を示さなかったためである｡

3.研究目的 ･方法

1996年に始めた共同研究の目的は大きく分けて2つである｡一つはコンビュ-

タ一 ･CALLに対する学習者の態度とその学習効果との間に相関関係があるかどうか､

二つ目はコースで使われているソフトウェアの有効性をみることである｡後者は

"thinkaloud′′のプロコール分析を用い､方法は ｢質的アプローチ｣である｡これは同

僚が受け持ち､この論文では取りあげない｡ここでは筆者が受け持ったアンケー ト調

査についての報告である｡使用した方法はコンピューターとCAu.に対する態度と学習

スタイルに関するアンケー ト調査で､方法は ｢統計的 ･量的アプローチ｣である｡被

験者は1996年と1997年の日本語4 (中級の上)の学習者である｡日本語 4で

使われているソフ トウェアは ｢サウンドリスナー｣と呼ばれているものである｡これ

は rビデオ ･ウオッチャー｣から画像ファイルを取り除き､音声ファイルとスクリプ

ト表示を残したものである｡音声が聴折ることとスクリプト表示ができるので､聴解 ｡

読解練習に使われている｡

1996年の被験者の数は15人でこれは仝コースの21%にしかあたらないが､

97年のは25人で全体の半数が答えたことになる｡

アンケ-トはPartAとBとCの3つの部分に分かれ､Aは被験者の背景 (性､年令､専

攻､家庭でのコンピューターの所有の有無など)で､Bがコンピューターに対する態度､

CがCALLラボでの学習のしかたについての質問である｡ 1から5までスケールは5点

とし､1が (全くなし､あるいは強く否定)で5が (毎月使用か強く同意)であり､

3は中間でどちらともいえない場合である｡1から5の中から､各々のステー トメン

トに対して適当と思われるものを一つ選択するようになっている｡ここで取 り扱 うの

はPartBとCである｡PartBは (1)以外は1.強く否定 (Disagreestrongly)､ 2.杏

定 (Disagree)､ 3.はっきり分からない/どちらともいえない (Notsure)､ 4.同

意 (Agree)､ 5.強く同意 (Agreestrongly)である｡ (1)の選択肢は次のページを

参照｡

PartCは (7)以外､ (1)から (6)までは次の選択肢から選ぶ｡ 1.全くそうで

はない(Never)､2.たまにしかない(Rarely)､3.ときどき(Sometimes)､

4.頻繁にする(Frequently)､5.いつも(Always). (7)は､ 1.(強く否定)から

5,(強く同意)までの5点から選ぶこととした｡

4.アンケート結果

1.PartBの結果

partBはコンビュ-タ-に関するもので､まずステートメント8項目の和訳を簡単に

示すと以下のようになる｡

(1) 私はコンピュータ-を使う｡ (1.全然使わない､2.めったにしか使わない､
3.月に4､5回､4.週に4､5回､5.毎日)

(2) 私はコンビュ-タ-を抵抗なく使える｡
(3) コンビェ-タ-を使って読解力をつけるのは楽しい｡
(4)コンビュ-タ-を使って日本語を習うというやり方に好感をもっている｡
(5) コンビュ-タ-による新聞読解練習は学習に役に立つ｡
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(6) コンビュ-タ-を使うことによって読解 ｡聴解力がつくと豊節の初めに思って
いた｡

(7) コンピューターーを使うことによって読解 今聴解力がついたL･豊艶虫経由且に掛 j
･払IL缶

摘 ) コンビュ-タ-捉まる読解 ･聴解練習は十分インタラクティブである¢

次のグラフはま996年と97年のPaTt欝の各々のステ-トメントの平均を取って棒
グラフに示したものである｡
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両方(',T)ゲラ7からいえるT.とは全ての噴卜湧ミ平均 上り 以_i二である｡これは学生が

｡ALLかきIj本譜学習 (聴解 ･読解)に果たす役割を評価しているといえる(,''AJr･哲はないか｡

ただ iジij3年vTjデ.-･Lタを比べると特に違 うのは iijのコンビュ･--･･夕､一･-1iiAm頻度数

である｡96､97年の方がずっと高く､榔こ家庭でコンビュタ･-を持っていると答

えた被験者は96年で87乳 97年で80%にものぼるo

lqI1:に く6)ど (7)に注目すると､学期初めに抱いていた(二AL1...授業 (読解 ･聴解の

授業)に対する期待感 96年は3.33で､97年は3.64である｡学期の終わりには

96年は3.73､97年は3.88で､学期の初めより高くその期待がCAIJL授業の後

も裏切られていないことを示している0

2.PartCの結果

PaTそCは学習スタイルに関するものでPaT音容と同様まずスチ-トメント7項目の和訳
を下記に示す｡

冒 ) 私は先生から指示された通り､まず音で聴いてそして､スクリプトを読むとい
う順番でやっているO

(2) 分からない言葉や表現が出てきたらオンライン辞書を使う｡

(3) 分からない言葉や表現が出てきたらMac-DiC2か和英辞書を使う｡
(4) 分からない言葉や表現は同じクラスの学生にきく｡

(5) 分からない言葉や表現の意味が分かったら､次回の勉強の為に役立つようノー
トに記入する｡

(6) オンライン辞書や､普通の辞書､友達にきく前に自分でまず文章全体の意味を
把握するよう努力する.
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(7) 文章の中に出てくる言葉が全部分からなければ気持ちがよくない｡

次のグラフは1996年と1997年のPartCの各々のステートメントの平均をとっ

て棒グラフにしたものである｡

96年と97年のサンプルも (7)を除いて､大体同じ傾向を示している｡ 96年

と97年に共通している事は､ステ-トメンh (3)が平均以下である｡これは分か

らない吉葉や表現に出くわしたらMacI-Dicや和英辞書を余り使わず､オンライン辞書
(ステー トメント2)を使ったり同じクラスの学生 (ステートメン ト4)に問いたり

することの方が多いためである｡これは､オンライン辞書を充実させる必要があるこ

とを示唆している｡
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グラフ5は97年の読解テストとPartB′Cとの間に相関関係があるかどうかをみる

ためにテスト結果とPartB′Cの平均値の関係を示したグラフである｡ これを見ると左

下から右上に上昇するのではなく､一目でほとんど一直線になることが分かる｡これ
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だけからみると相関関係は明らかにないが､これは被験者が25人で少ないからとい

うよりは,他の要因が働いているためではないかと思われる｡これに関しては､もっ

と他の要因と被験者の数を増やしてみなければ分からない0

5.結論

コンビュ-タ-やCALLに対しては学習者は肯定的な意見を持っていて､CALLが読

解 子聴解を助けるものであると考えていることが分かるoオンライン辞帯がよく伴わ

れているが､今のところこれには英語訳しかついていない｡単に英訳だけではなくて

詳しく英語で言葉の意味､用法､又､構文的な説明も加えて､充実したものにしなけ

ればいけないと思う｡

今まできここATLfiJにかなりのお金と諾ネル･ギ-をかけてきたが､従来のジフ旨ウ孟アgTj

開発ではなく､このあたりでインターネットをどのように使い､マ ルティ･ミディア

を日本語コ一㌧スのカリキュラムにどのように導入してい(か.夷剣に考える時が来て

いるのではないかと思う｡

注

二i 参考文献の中頭)著者の且993年の学会発表論文を指すO
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