日本人大学生のeラーニング英語学習への指導方略：
伸び率上昇の外的要因への誤解と伸び率上昇の内的要因の特徴
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Extrinsic factors in achieving successful results in English e-learning, and intrinsic factors in leading
undeservedly underachieving students to better test results among Japanese college students
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Abstract: More than 80% of the Japanese universities assign e-learning to their students for developing their English
abilities, and deem the rise of their English test score as a direct benefit of using the e-learning while taking it at a face
value that the amount of time the students spend on the e-learning correlates with the rise or the fall of their test results.
A survey was conducted of 56 freshmen in the department of science and technology regarding time management,
academic achievement, and awareness and control of motivation, based upon learners’ log histories on LMS, an on-line
achievement test and a questionnaire before and after the fall term. The results of one-way ANOVA and regression
analysis indicated that maintaining daily commitment to the e-learning or intentionally concentrating study just before
assignment deadlines highly predicted better achievement than the amount of time spent on the e-learning, though some
of those learners maintaining daily commitment turned out to be unrewarded members of the underachiever group. The
results of factor analysis of the overachiever group indicated that will power to solve questions, positive belief in their
language abilities, determination to follow study schedules could provide a key to improve test scores, suggesting that
the instructor of the e-learning should create for the undeservedly underachieving students an environment where they
can perform their assignment with cherishing these positive motivations in their mind..
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1. はじめに
グローバル化が浸透していく現在において，それ

えば2016年において，80％以上の国立大学でアルク
のeラーニング教材が利用されている[2]．

に対応した一定水準の英語能力を持つことが望まし

成熟段階の入口にさしかかっているともいえるe

いという方針を文科省が強く打ち出したこともあ

ラーニング英語学習の現状に対して，海外でのeラ

り，英語学習は盛んに行われている[1]．またITその

ーニング研究は，その論文の点数からするなら，い

もの水準の向上はいうまでもなく，IT関連のインフ

まだに対面授業における学習の動機・態度・方略・

ラの整備とIT利用にあたっての低価格化の恩恵を受

活動・成果が中心で，eラーニングのような非対面

けて，英語学習形態としては，ITに依拠した対面授

での学習の動機や成果などに焦点をあてた研究はメ

業に加えて，非対面のeラーニング英語学習が次第

ジャーな領域にまで這い上がっているとは言い難い

に大きな役割を果たすようになってきている．たと

[3]

_________________________________________
*

名古屋大学 Nagoya University

．日本においても，eラーニング英語学習だけに

焦点を絞った研究は，英語教育研究全体の中できわ
めてか細い支流にすぎない．たしかにeラーニング
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英語学習の効果測定については，いくつかの調査発

名古屋大学では，学術英語をめざす英語学習カリ

表はあるが，それらはいずれもeラーニング英語学

キュラムの実質化を目指して，対面の英語授業とは

習を対面授業とは別立てで導入し，学生が英語学習

別立てで，対面授業に外付けという形で英語eラー

に裂く時間が対面授業外で増加したから，学生の英

ニング教材の自習を義務付けた．英語の対面授業の

語習熟度が上昇したといった流れのなかで考察され

時間数（前期 週 1.5 時間, 後期 週 3 時間）だけ

ることが多い[4]．そこでは，学習時間増加→習熟度

では学生の英語習熟度を高めることが困難であるの

上昇という単回帰の因果が額面どおりに信じこまれ

は明らかであったので，英語に触れる時間を担保す

て，暗黙の内に追認されてしまっている．eラーニ

べくeラーニング教材を1年次生（約2000人）に課し

ング管理者にあたる教員、あるいは学習者自身がど

た．

のような学習管理をすれば， eラーニング英語学習

採用した教材は，広島市立大学と広島市内の企業

において，英語習熟度の上昇を引き起こしうるのか

との産学連携により作成された「ぎゅっとE」（以

という調査研究は稀少といって差し支えない[5]．

下GEと略）であった[6]．GE教材のうち，実際に利

ここで留意すべきことのひとつは，eラーニング

用したものは，ReadingとListeningで，各期ごとに

学習において不正，不適切な学習活動を行わず，

Reading 40課題（1課題の文章量は300-400語），

LMSからみても明らかに適切な学習活動を行って

Listening 800問（短い会話文中心）を終えるように

いる学習者のなかには，英語力の伸びという有用的

英語カリキュラムに組み入れた[7]．

価値の果実，すなわち学習成果をつかみ取ることの

この教材の問題数からもわかるように，この教材

できない下位集団がいることである．適切な学習を

はドリル型であることから，当然，英語習熟度とは

行っているにもかかわらず，それに見合った得点の

無関係に一定の学習時間を学生は割かなくてはなら

伸びがないという不条理が起こっているのである．

ず，英語学習時間の確保という点で，この教材は申

このタイプの学習者をどのように誘導すれば，相

し分がなかった．事実，学生が学期中（17週間）に

応の得点の伸びを確保することができるのか，その

GEに費やした合計学習時間は平均で26.63時間であ

方略を考察することが本稿の目的である．この目的

った．学期中の英語対面授業1コマは21時間だか

は，eラーニング英語教材を大学生に課す際に，そ

ら，英語授業を1コマ受講した以上の時間をGEにか

の学習の教育的価値においても有用的価値において

けていることになる．

も学習者にとってマイナスとならないように，教員

GEの機能として，教員は個々の受講者の学習状

が取るべき指導方略を明らかにすること，と言い換

況を，消化率・ログイン回数・ログイン日時・学習

えてもよい．

時間・学習適切度などさまざまな局面から，週ごと
に，しかもクラス全員の一覧表の形においても，視

2. eラーニング学習にかかわる学習時間と伸び率
2.1 学習時間と伸び率

覚的に一望することができるようになっている（表
1）．また学習者自身も，学習を行った日を示す学
習カレンダーや，これまでに消化した問題数やその
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正解率などをグラフや表を通じて視覚的に把握でき

表 1 管理者画面の例

るようになっており，自分自身による学習管理を行
いやすくなっている（図1）．
自学自習で非同期型のeラーニング学習の場合
は，課題数と締切日を設定し，難易度が学習者の能
力に対応した教材を提供しさえすれば，あとは教員
は学習者の学習活動に一切介入する必要がなく，学
習者はゲーム感覚で教材を着々とこなしていくと，
導入当初は予想しがちである．あるいは与えられた
課題のうちどれだけの数をこなしたかという「消化
数」が英語成績の一部として評価されるという環境
づくりさえしておけば，教員が学習期間途中で警告
を発する必要もなく，学習者は計画を立てて学習を
期日までに完了するものと，教員は期待してしま

図 1 学習者の自己管理画面の例

う．
しかし実際には図2-1, 図2-2にあるように，第一
週目で数問解いてGEの感触を覚え，学期中はその
まま学習に取り組まず放置し，締め切り前の2週間
で，多数の課題を正解不正解にかかわりなく消化す
る学習行動が数多く見られた．
駆け込み学習の多発が問題視されたのは，自律
的学習観の観点から駆け込み型学習者は成績が伸び
ないという信念を教員側が漠然と抱いていたからだ
[8]

図 2-1駆け込み学習例：学習経過日数と消化課題数

．またあわせて，締切日までの週数で問題数を割

って，一週間で何問消化すればよいかの計画を立
て，学期を通じて一定の日数間隔をきちんと保ちな
がら，一回のログインで一定の数の問題を消化して
いく安定型の学習こそが，英語習熟度を上昇させる
という信念を，教員は抱いているからだ[9]．安定型
学習は正しい学習の姿，駆け込み型学習は不謹慎で
いい加減という道徳観もそこには働いている．

図 2-2 駆け込み学習例：変動幅が大きい、正 解 率
（０から100 ％ ）と読みの速度（35 語/分から
500 語）
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これらの信念が正しいとすれば，(1) 安定型学習
者と駆け込み型学習者の成績の伸びにおいて，前者
が後者に勝っていることになり，しかも (2) 安定

から開始時受験の得点を引いた数値をおいて，分母
で分子を割った割合である．
通常，日本でテスト成績の伸びという場合は，

的学習者の学習時間と成績の伸びとの間には正の相

（終了時受験の得点）－（開始時受験の得点）とい

関があり，(3) 駆け込み型学習者の学習時間と成績

う得点差とすることが大半である．しかしこれは英

の伸びとの間には負の相関があることになる．

語の熟達が高得点者であればあるほど大きな努力が
伴うという一般的な知見を反映していない．上位得

2.2 調査対象と調査方法

点者が点数を上げるために必要な学習の質と量は，

以上の (1) から (3) の実態を調査するために，

下位得点者が得点を上昇させるためのそれに較べれ

2014年に理系（理学部・農学部・工学部 １年次）

ば，通常ではかなり重いはずである．この重みの差

の60人を対象として，GEのListening学習管理ログ

が反映するように，素点の差ではなく伸び率を採用

を利用して学期期間中の各学生のeラーニング学習

した．

活動のあり方を把捉した．学習者の意識を探るため

学習時間については、GE の管理者用画面を利用

に，アンケートを実施し，また安定型学習を行った

した．この画面上に，受講期間中の週単位で，各学

学生たち（10名）と駆け込み型学習を典型的に行っ

習者の学習時間が分刻みで示され，また総計の時間

た学生たち（8名）を集めて，2回のグループ・イン

数も明示されている．GEのシステムとして，学習

タビュー（各40分）を行った．

者がログインしてから学習を開始し，その後，課題

英語習熟度の変化を計るためには，学期の開始

消化が10分以上行われなかった場合には，自動的に

期間（10月初旬）と学期終了期間（1月中旬）に公

ログアウトするように設定されている．この設定に

開試験CASECを自分の適した場所で，非同期で受

より，学習者が本来の学習をせずWeb上で別な作業

験させた．その際，CASECの伸び率を英語授業成
績に加味すると指示し，未受験や怠惰な受験を防止
した．この指示にもかかわらず伸び率が異様なマイ
ナスの外れ値であった4名については調査対象から
除外した．なおCASECは受験者の能力により出題
される問題が変わるために，学生は不正行為をでき
ないようになっている．
なお本稿でいう伸び率とは，「標準化伸び率」
（normalized gain）のことである[10]．これは，
CASEC総合点 (1000点) から開始時受験での得点を
引いたものを分母として，分子に終了時受験の得点

図 3 全期間中ログイン週回数からみた受講者数
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を行っている「見なし学習時間」は，学習時間とし
て単純に加算されることはないと考えてよい．
安定的学習様態と駆け込み型学習様態とを区別す

事前・中間・事後の質問項目は「自己調整アンケ
ート」（The Self-Regulation Questionnaire）を念頭に
おきながら，日本の大学での学習環境と整合性がと

る尺度として，受講期間17週のうち，ログインして

れるように，GEの製作者である青木信之が中心と

学習した週が14週ある学習者を安定的とし，逆にロ

なってまとめたものを採用した（本稿末尾 参考）

グイン週が6週以下のものを駆け込み型とした（図

[12]

3）．

の大量な問題の内容をしっかりと理解しつつ消化し

．自己調整を基点としたのは，GEにおいてはそ

GE消化のスケジュールとして17週中に3回の厳格

ていくには，課題分析，自己動機づけ信念，自己制

な締め切り設定があり，締め切りまでに消化しきれ

御，自己観察といった自己調整学習でいう調整志向

なかった課題に応じて，対面英語授業の成績に減点

が不可欠だと考えたからである．

が加えられる仕組みになっている[11]．学生は開講

アンケートはそれぞれ，事前25項目，中間7項

時において教材にアクセスできるかどうか確認のた

目，事後23項目からなり，回答は「とても当てはま

めの強制的なログインを含めると, GE学習を放棄し

る」（5点）から「全く当てはまらない全くない」

ない限り、最低でも4週はGEとかかわることにな

（1点）の5段階評定である．なお中間アンケートに

る．

ついては，学生からの積極的な協力が得られず，今

調査対象全体のログイン平均が9.58週で，図3か
らもわかるように、はっきりとしたコブが7-8週目

回の資料対象からは除外し，事前と事後のみを対象
とした．

にあるので，ログイン週が5週以下の学生を駆け込
み型（図3 赤色部分）と判断した．17回の全週にわ
たる学習のみを安定的学習形態とはしなかったの

2.3 学習時間と伸び率の相関
GEの管理画面からListeningの学習時間を調査し

は，調査対象が理系であり，専門科目のレポートや

たところ，学習者一人あたりの平均学習時間は837

実験が重なる週にはGE学習の優先度はどうしても

分（13.95時間）であった．CASECのListening伸び

落ち，17回全週にわたりコンスタントにGEを学習
することは難しいので，安定型はログイン14週以上

表 2 時間管理パタン別の統計量

（図3 黄土色部分）とした．
学習者の意識については，同一学期期間中に，
GE学習についてのアンケートを，開始期間（10月
初旬），中間期間（12月初旬），終了期間（1月中
旬）に行った．形式はGEの学習ログイン画面にア
ンケート・ロゴが出るようにし，学習者がWeb上で
回答するように促した．
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率はM=―2.42% (SD=12.83) であった．安定的学習
者群（以下，安定群N=14），駆け込み型学習者群
（以下，駆け込み群N=14），そしてそのどちらに
も所属するといえない断続的に学習をする断続型学
習者群（以下，断続群N=28）の3群の人数，伸び
率，学習時間の内訳は表2のようになった．
これら3つの時間管理パタン別の学習者群を
CASECのListening伸び率にもとづき，対応なしの1
元配置分散分析で比較した．結果はF (2,42.699)
=2.791,

p<.07, ηG2=.095となり，ほぼ有意であり

図 4 伸び率と学習時間との散布図（全員）

効果量も中程度であった．Turkeyを用いて多重比較
を行ったところ，安定型と駆け込み型，安定型と断
続型との間には有意差は認められなかったが，駆け
込み型と断続型（p=.07, d=3.414）で駆け込み型の
伸び率がほぼ有意に高く，効果量も大きかった．し
たがって，駆け込み型は安定型とは伸び率において
有意な差があるとはいいがたいが，断続型に対して
のみ差があるといえる．
またこれら3型の伸び率と学習時間との相関係数
とその優位確率（両側）は，安定型 r=―.469,
p=.090，断続型 r=.283, p=.145，駆け込み型

図 5 伸び率と学習時間との散布図（安定型学習
者）

r=.110, p=.708となった．各型内においても相関は
ほとんどないか中程度であり，それぞれの優位確率
も5％を上回っている．
学習者の母集団（図4）から安定型学習者群と駆
け込み型学習者群を切り分け，それぞれの標本集団
における学習時間と伸び率の関係を，分散図にした
ものが，図5および図6である．図5は表2のうち「安
定型」の項目の数値を，図6は表2のうち「駆け込み
型」のそれを視覚化したものである．
以上の数値と図5および図6から，「駆け込み型は
安定型とは伸び率において有意な差があるとはいい

図 6 伸び率と学習時間との散布図（駆け込み型学習
者）
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がたい」から，学期を通じて安定的に課題を消化す

ラーニングにおいて安定的学習が高伸び率と必ずし

ることのみを，効果的学習として教員は学習者に勧

も相関しないことは，eラーニング学習研究の草創

めてはならないことになる．またもうひとつの注意

期から指摘されており，相関の確定的な有無をめぐ

点は，安定型・断続型・駆け込み型の「各型内にお

っては，いまだに決定的な解がでていないのが現状

いても相関はほとんどないか中程度」だから，学習

である[13]．

時間が多いからといって，成績が伸びるなどと教員

この視点の受諾と並行して，駆け込み型の学習は

は安直に期待してはいけないことになる．さらに，

「問題への取組みが雑になることにつながる」とい

駆け込み型は学習時間が他の型よりも少ないが，伸

う推量から，駆け込み型学習者が高い伸び率を獲得

び率は他の型よりも勝り，学習時間と学習の型との

した場合，それを単なる偶然として軽々しく棄却す

「相関はほとんどないか中程度」だから，駆け込み

ることは危険である[14]．実際，これもまたeラーニ

で集中的に消化し，それに伴い学習時間が短くなる

ング学習研究の草創期から，「駆け込み」を行う動

からといって，成績の伸び率がマイナスになると，

機としては二種類考えられている．ひとつは，学習

教員は決めつけてはならない．

方略として定期定量の学習方法を意図的に避けて，

もしも学期を通じて時間を安定的に振り分けて学

短期集中を何度か繰り返し課題消化をする「積極的

習する安定型学習者（伸び率 ―.77）に較べ，駆け

駆け込み」（active procrastination）を行おうとする

込み型学習者の成績の伸び（伸び率 3.08）が劣る

動機であり，これに対して，学習よりも他の事柄を

のであれば，駆け込みの学習形態は回避するように

優先させて締め切り間際まで学習を遅延させ，学習

学習者を誘導する必要がある．しかし以上の結果

課題未達を防ぐという動機から行う「受動的駆け込

は，そうした誘導を積極的に進める強い必然性を支

み」（passive procrastination）である[15]．語学学習

持していない．つまり，駆け込み型学習者は成績が

以外の領域での研究成果ではあるが，低成績と相関

伸びないという信念は教員側の思い込みである可能

がありとされているのは，「受動的駆け込み」のみ

性がかなり高いのだ．むしろ教員が学習者に学習時

である[16]．

間の管理について注意を促すべき点は，安定的に定

GEをドリル型として設計した理由として，その

時定量で課題を消化する学習スタイルを継続して行

中心的な設計者である青木は，楽器演奏者が演奏上

うか，課題達成の締め切り間際に集中して課題を消

達のために「大量かつ集中的な訓練」が必要である

化するかのどちらかの時間管理スタイルを採るべき

ように，英語問題と集中的に取り組むことで学習者

であって，思い出したように間欠泉の如く学習する

は英語力を高めることができるという考え方を強調

「断続型」は避けるべきということになる．

している[17]．この主張を柔軟に受け止めれば，

またとくに応報賞罰感覚に呪縛されている教員

「積極的駆け込み」型学習は，学習者が「問題への

は，安定的な消化スタイルを学習者がとっていても

取組みが雑になる」不適切学習の誘惑に打ち勝って

それが必ずしも高い伸び率へとつながることの保障

学習するかぎりにおいて，まさしく「大量かつ集中

にはならない視点を受諾すべきであろう．実は，e

的な訓練」を自らに課することになるので，英語の
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習熟度も上ると，GEの管理者は考え直す必要があ
るのかもしれない．

3. eラーニング学習にかかわる不全感の解消
3.1 不条理な学習
前節ではeラーニングを管理する教員が，時間管
理からみた課題消化スタイルによって学習者を誤導
しかねない点を述べた．では課題消化スタイルとい
う外的要因ではなく、学習者自身の動機づけや志向
などの内的要因として、伸び率がプラス側に振れて
いる学習者に共通した特徴はあるのだろうか。
外的要因から内的要因へと視点を移す必要がある
のは、安定型学習を行っていても、伸び率がマイナ
ス側に触れてしまう学習者が一定の割合で存在し、
そういう学習者に現状よりもさらに安定的な学習ス
タイルを行うように指導することは、「安定型」の

図 7 伸び率と学習時間との標準化による群分類

表 3 伸び率と学習時間との標準化による群分類

伸び率がマイナス（表2）であることが示唆するよ
うに、プラスに転じるための有効な方略とは必ずし
もなりえないからだ。
ところで学習者の時間管理と伸び率の調査をそも
そも行えるのは，教員が，適切消化率，正答率，課
題進捗率，学習時間，学習日間隔などを，従来の対
面授業におけるそれとは比較を絶するほどに精確な
数値として，eラーニング・システムを通じて把握

表 4 群分類別学習時間と伸び率

できるからである．GE学習の場合にはこの精確な
量の可視化が，管理者である教員だけではなく，学
習者自身にも提供されている．学習者自身が，学習
に熱心で，一生懸命に努力しているという印象を抱
いた場合，その印象が正しいのか単なる思い込みに
すぎないのかは，数値やその数値にもとづいて図示
されたグラフ（図1）や画像（学習者個人の学習活
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動全体を顔画像で統合的に表現する機能がGEには

率がマイナス方向に大きく落ち込む結果になったと

ある）から，一目瞭然である．

いう，これまた明快な予定調和を想定することが一

この可視性があるために，もし学習者が，その懸

応可能だろう．この両者とは異なった因果関係とは

命な努力を図・グラフ・画像で確かめたにもかかわ

いえ，軽走群の学習者（散布図第4象限）は，締め

らず，伸び率がマイナス圏にあることに気づくな

切りまでに課題消化の目標地点までたどり着く切迫

ら，学習者はeラーニングを行うことそのものに不

感をバネにして，学習を短期間に集中的に行った結

信感を募らせることになりかねない．ただでさえe

果，標準よりも高い伸び率を達成できたと因果づけ

ラーニング学習活動は，教員やクラスメートとかか

することがおそらくできるだろう．

わる対面授業に較べれば周囲の人間関係から生じる

ところが不条理群（散布図第2象限）の学習者

常識的な情意を伴いにくく，周囲の人間からの「言

は，同じクラスの学習者の標準値よりも多い学習時

語的説得」もきわめて限られており，逆にその分だ

間を投入したにもかかわらず，伸び率が他の学習者

けいっそう学習者独自の強い思い込みに左右されや

の標準よりもマイナス方向に振れている．他の3群

すい[18]．eラーニング学習者は，そもそも対面授業

学習者のような単回帰的で容易に推測可能な因果関

よりも，マイナスの教育的価値（時間を投下しても

係を想定することが学習者自身にとっては難しい．

達成できない脱力学習観）を抱きがちになり，マイ

しかも一定の短い日数間隔で課題を消化するという

ナスの有用的価値（学習時間に比例しない成果）に

安定型の学習者が不条理群の半数（第2象限中の

苛立ちやすい環境におかれているのだ．そして学習

◆）を占めているが，この安定型学習者にとって

者の実感としても，またLMSからみても，着実にe

は，数日の一定間隔で学習を消化し続け，いわゆる

ラーニング学習を進めているにもかかわらず，マイ

「コツコツと語学学習に励んだ」結果が標準に満た

ナスの伸び率を手に入れる理不尽な学習者が現実に

ない伸び率では，学習活動とその成果との因果づけ

いるのだ．

はなおさら困難であろう．

理不尽な学習者の存在を顕在化させるために，各

不条理群の学生が応報群の学生の存在に気づけ

学習者の学習時間と伸び率のそれぞれを標準化し

ば，その「代理的情報」は自己効力感を低減させる

て，四象限の共分散の散布図（図7）を作成した．

か，「努力が足らなかった」と自らに鞭を打つマイ

その4群の割合と名称，各群の学習時間と伸び率を

ンド・セットを抱くか，あるいは逆に，「予測不可

示したものが表3と表4である．

能性を学習」して無気力にとらわれることになるだ

応報群の学習者（散布図第1象限）は，感情の誘

ろう[19]．そうなると，そもそもeラーニングを課し

惑に負けず時間をかけて課題を消化した結果が成績

た当初の目的は熟達度上昇にあるが，これでは学習

の伸びとなって反映したというわかりやすい因果づ

者は努力に見合った成績上昇という有用的価値に手

けが可能であろう．これと真逆に，罰則群（散布図

が届かないばかりか，自己効力感や自己調整能力を

第3象限）の学習者は，十分な時間をかけずに課題

育み，さらにはポジティブな人生観の醸成という教

にふさわしい取り組み方をしなかったために，伸び

育的価値に対しても疑念を抱きかねない．
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eラーニングがもたらすはずの有用的価値や教育

いずれにせよ，伸び率正群と負群との間に，時間

的価値を損なわないためにも，安定型不条理群の学

管理についての意識差があるとは考えにくい．とす

習者をその状態から救い出す方策が必要である．

るならば，不条理群の学生を応報群へと転換するた

救済の方策の基本的な要件を探るために，まず，
伸び率がプラス圏にある応報群と軽走群をまとめて

めの指導は，時間管理という外的要因ではなく，内
的な要因に求める必要があるだろう．

「伸び率正群」（表3右欄）とし，伸び率が負の値で
あった不条理群と罰則群を「伸び率負群」（表3右
欄）として，時間管理についての意識に有意差があ

3.2 伸び率正群に共通した内的特徴
そこで伸び率正群の学習者が，どういう動機や志

るかどうかを，2.2で述べたアンケートにより調査

向で教材に臨んだのか，GEのListening課題を遂行

した．アンケートの時間管理にかかわっている3項

する情意・認知を前述したアンケートにもとづき因

目を，対応なしのt 検定を用いて比較したところ，

子分析を行った．因子分析を行うにあたっては，因

表5のようになり，伸び率正群・負群の間には有意

子抽出には最尤法，回転方法にはプロマックス法を

差は認められなかった．また効果量も同表が示すよ

用いた．なお因子数の決定には固有値1以上を基準

うに小さな値しか得られなかった．

として，スクリープロットの検証も合わせて7因子

ただし，伸び率正群・負群ともに消化率に対する

を仮定した．しかし反イメージ行列が，.50以下の

意識の平均値は5段階評定で正群M= 4.11, 負群は

ものが8項目あったため，これらを除外し，再分析

M=3.86であり，事前の学習計画を立てるかどうか

を行い，再分析においても，.50以下のものが5項目

（正群 M=2.63, 負群 M=2.45）や事後の学習計画

残ったため，再度の分析を行った．その結果，3因

達成したかどうか（M=2.52 , 負群 M=2.59）よりか

子が抽出され，その適合度も充分であったため（χ

なり強く意識されている．

2(18)=19.281, p= .375），3因子が妥当であると判断

表 5 時間管理についての伸び率正群・負群との t 検定による比較
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した（表6）．ただし第2因子の信頼係数はマイナス

かしそうした環境にあっても意志の力を働かせて，

に触れてしまった．

英語の有用性を自ら積極的に認めて，英語学習に取

第1因子には，「自分自身の学業，または将来の仕
事に，英語はどの程度必要と思いますか」などの3

り組む．この因子を「積極的価値づけへの意志」と
名付けた．

項目が十分な負荷量（.400以上）を示した．この因

「セルフシステム理論」（self system theory）を応

子は、伸び率正群の学習者がタスクをこなすことへ

用した従来の第二言語習得理論では，英語を学ぶ際

積極的な価値づけを意識的に行っている心構えであ

には，学習者にとって英語母語話者の英語熟達度が

り，積極的価値づけへの意志を指示している．英語

最終的に到達すべき理想となることを教えている

は第1外国語であり，インターネットの共通語が英

[20]

語でもあるとはいえ，他のアジア諸国とは異なり日

己（Ideal L2 [Second Language] self）とよばれ，L2

本では母国語だけでも仕事・生活は十分にこなして

理想自己に成るべく，学習者は努力をし続ける

いくことができる．そのために，英語に密着した自

[21]

分の将来の仕事・生活を思い描くことは難しい．し

つつある自分を確認しあるいは近づきつつあると確

．そのような理想的な自分自身の姿はL2理想自

．努力途上にある学習者は，理想自己に近づき

表 6 伸び率正群における共通因子の行列と因子間相関

39

信しながら，そういう自分を「あるべき自己」とし

理想自己に近づくべく成績を伸ばそうという意欲が

てイメージ化すると考えられてきた．しかし1990年

うかがえる．

代以降，特に英語が日常会話で使われることのない

「自己効力への信念」はかつては自己誇張や場合

環境での英語学習は，直下の学習環境が学習を通じ

によっては反社会的な行動への原動力と蔑視され，

て高成績を残すように要請するから学習に励むとい

また「自己効力への信念」の高さが高成績ときわめ

う，「執行動機」が働いていることが指摘されるよ

て弱い相関関係しかないとして貶められることもあ

うになった[22]．事実，日本では「執行動機」がき

った[26]．ところが教育学の認知的評価理論は，自

わめて強く働いていることが日本人学習者について

らの有能さという人間の本源的な欲求を保証する自

指摘されている[23]．第1因子としてここであげてい

己効力感が高ければ，課題に対する自己決定の認知

る「積極的価値づけへの意志」も，英語が消化すべ

も高まり，課題を達成しようとする内的動機も高ま

き課題として割り当てられており，その課題を実際

ることを指摘し，むしろ「自己効力への信念」を肯

にうまく消化して取り組める，その成功体験の方が

定的に捉えている[27]．調査対象とした学習者は，

優位なのであって，成功体験をうまく導き出せるよ

確かに平均的な日本人学生よりも英語習熟度はかな

うに，英語が将来必要になるかもしれないという有

り高いので，根拠があるといってよい「自己効力へ

望なイメージを学習過程に意図的に意志の力を働か

の信念」が，伸び率が正の方向へ向くように学習者

せて持ち込んでいるのだろう．

を誘うのだろう．

第2因子には，「自分は英語のリスニングができる

最後に，第3因子には，タスクを開始する前にこ

ほうだと思いますか」などの2項目が十分な負荷量

れから何問消化するかといったように計画を立て，

（.400以上）を示した．学習者は，これから取り組

その計画達成を自分に課し，計画を達成した自分に

もうとするタスクに対して得意の意識を抱き，それ

喜びを感じる2項目が十分な負荷量（.400以上）を

も検定試験のような客観的指標でその得意意識が幻

示した．これは達成を通じた自己肯定感覚なので

想でないことを確かめようとしている．タスクを実

「課題達成への肯定志向」と命名した．この肯定志

行する自分の能力への信念に関連しているので，バ

向は，「達成に向けた内的動機づけ」と自己調整学

ンドゥーラに倣って「自己効力への信念」と名付け

習でいわれているものであり，英語に触れることの

た[24]．「自己効力への信念」が低い幼児の場合，自

楽しみや英語を使って何かができるようになる喜び

分自身に対して否定的なイメージづけをする傾向が

というよりも，ちょうど修行をしてその修業の効果

強く見られるが，日本人英語学習者はたとえ成人で

よりも，修行をきちんと達成したことに快感を覚え

あっても，L2理想自己に到達できない自己不全感

ることに似ている[28]．またこのような達成への肯

からマイナスの自己イメージづけをしてしまいがち

定志向は，課題を消化することに焦点があり，消化

になる[25]．しかしここではその逆に，たとえそれ

した結果としてテストの点数が上昇することを必ず

が当初は幻想であるかもしれなくとも，「自己効力

しも最終の目標とはしていない．またこの肯定志向

への信念」を維持あるいは高揚させることで，L2

は，第2因子としてあげた「自己効力への信念」の
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効力感が自分にどれだけあるのかを学習者自身が測

持させることだ．そしてもしも不条理群の中で，解

定するための最も信頼のおける情報源ともなりうる

答時間，正解率，消化率の3つのうち，平均値から

．

目立って落ち込んでいる指標を抱えている学習者が

以上のように表6から，課されたタスクに対して

いれば，GEのメール機能を使い，個別にアドバイ

[29]

「積極的価値づけへの意志」を持ち続け，タスクの

スをしていくのだ．

取り組みにあたっては健全な「自己効力への信念」
を醸成し，小計画でもよいからその場の学習活動に

4. おわりに

見通しをもち，「課題達成への肯定志向」を抱くと

日本で利用される英語 e ラーニング教材の多く

いった内的な因子が伸び率正群に見られるのだ．こ

は，非同期・分散型として学習者に提供されている

れは，自己の力を過信したポジティブな情意，個人

[32]

の力によるタスク・コントロールへの誇張された認

意志が必要だと考えられている[33]．そのような意

知であるかもしれない[30]．しかし非現実的な楽観

志を誘発するために，管理者は，LMS の管理を強

主義がその人の成長を紡ぎ出す鍵になっていること

化することで学習者を縛り，学習者を外発的に動機

は，教育学の領域ではドウェックが，ポジティブ心

づけてきた[34]．厳しい管理により，駆け込み型の

理学の分野ではセリグマンが強調してやまない点で

課題消化に歯止めをかけ，安定的な学習へと学習者

ある[31]．

を誘導し，質を伴ったとみなされる学習時間を増や

こうしてみると、eラーニングの管理者である教

．そのため，学習者には自己調整方向への強い

すことに部分的にだが，成功を収めてきた[35]．と

員は，伸び率負群の中でも，しっかりとした時間管

はいえ学習者が英語への学習時間を増加させたから

理をし，安定的に学習している不条理群の学習者に

といって，学習者の英語力の伸びを一律に期待して

向けて，価値づけへの意志，効力への信念，達成へ

はならない．学生の職業選択の幅は，大学での成績

の肯定志向といった心的因子を刺激するメッセージ

や英語公開試験点数に必ずしも左右されないという

を群全体あるいは群内の個々人に送る必要が最低で

日本の状況において，英語学習に時間を費やせば，

もあるだろう．

英語の力が伸びるといったような有用価値を声高に

具体的には，GEログイン時に学習者が必ず通る

主張することは，虚構の押しつけになりかねない．

メッセージボードのページを利用することである．

これと並行して，学習による教育的価値を損なわ

メッセージ欄に管理者は学習者に向けて所感や画像

ないためにも，不条理群を応報群へと変容させるた

をアップできる．この欄を学習者は必ず読むように

めの誘導が必要であり，それには安定型優先，駆け

あらかじめ指示し，管理者は不条理群の学習者の学

込み型排除という学習スタイルを学習者に強制する

習履歴を閲覧し，クラス内の平均の解答時間，正解

ことよりも，価値づけへの意志・効力への信念・達

率，消化率と不条理群とのそれを比較し，その粘り

成への肯定志向といった心的因子に関連したメッセ

強さ，率の高さ，進捗のよさなどを褒めて，価値づ

ージを学期中にたえず発信していく必要がある．

けへの意志・効力への信念・達成への肯定志向を保
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BQ.13 以下の項目から該当するものを選んでください．
*BQ.13_1 英語で自分に必要な情報を集められるように
なりたい
BQ.13_2 将来，英語を専門的に使う職業につきたい
*BQ.13_3 海外旅行などで英語を自由に使えるようになり
たい
BQ.13_4. 英語圏の大学や語学学校に留学してみたい
（経験のある人は再度留学したい）
BQ.14. 英語を学ぶことの理由はなんですか
*BQ.14_1. 単位が欲しい
*BQ.14_2.良い成績が取りたい
BQ.14_3.英語に慣れたい
*BQ.14_4.楽しく英語を学びたい
*BQ.14_5.検定試験(TOEIC，英検等)の成績を上げた
い
BQ.14_6.なるべく楽に英語を勉強したい
BQ.14_7.英語の徹底的な訓練がしたい
BQ15.現在，この科目以外で，１週間のうちで英語を学
ぶ（あるいは英語に接する）授業がいくつありますか
BQ16.現在，大学の授業，予習，復習，宿題等以外
で，英語にふれる機会がありますか．*BQ17_1.課題を始める前に計画を立てる．
*BQ17_2.答えを納得できるまで考える方だ
BQ17_3.新しく何かを学んだときそれが実際に使える場をす
ぐ思いつく方だ
BQ17_4.やったことがないことでも，いろいろ挑戦してみる方
だ．
BQ17_5.あることに規則性を見つけたら他にもあてはめてみ
る方だ
*BQ19.コンピューターを使って英語を学習することに興味が
ありますか
BQ20.この e ラーニング学習をどのくらいやりたいと思います
か．
*BQ21.この e ラーニング学習は自分の英語力を伸ばすた
めにどのくらい役に立ちそうだと思いますか
BQ22.どのくらい努力が必要そうだと想像しますか
BQ23.この e ラーニング教材はどのくらい難しそうだと思いま
すか

参考

BQ24.英語の映画を字幕なしで理解できますか

事前と事後のアンケートから Listening に関係す

BQ25.英字新聞を辞書なしで理解できますか

る項目の抜粋．*は今回の分析対象とした項目．

*BQ9.英語は好きですか．
*BQ10.英語は得意ですか
*BQ11.自分自身の学業，または将来の仕事に，英語は
どの程度必要と思いますか．

*AQ01_L-このプログラムを使った学習は楽しかったですか.

事後アンケート

事前アンケート

BQ1.この e ラーニングを利用した科目（「ぎゅっと e」を使っ
た授業）の受講に関して，該当する項目を１つ選んで
ください．
BQ2.これまでに英語に関する検定試験・資格試験を受験
したことがありますか．
*BQ3.自分は英語のリスニングができるほうだと思います
か．
BQ8.国外で６ヶ月以上英語を使った生活した経験があり
ますか．

AQ02_L-このプログラムでの学習は，それぞれリーディング
力，リスニング力，文法力の向上に役立ったと思います
か.
*AQ03_L-このプログラムでの自分自身の取り組みについて
頑張ったと思いますか.
*AQ04_L-自分自身の予定通りにそれぞれの学習は進み
ましたか.
AQ05_L-課題数はどうでしたか.
AQ14_L-TOEIC 形式の Part 1（写真を見て答える形
式）は難しかったですか.
AQ15_L-TOEIC 形式の Part 2（適切な応答を選択す
る形式）は難しかったですか.
AQ16_L-TOEIC 形式の Part 3（会話文の形式）は難
しかったですか.
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AQ17_L-TOEIC 形式の Part 4（長文の形式）は難し
かったですか.
AQ18_L-学習の間，教材の消化率をどの程度意識しまし
たか.
AQ19_L-学習の間，平均正解率をどの程度意識しました
か.
*AQ22_L-提示された各英文や設問に集中して取り組め
ましたか.
*AQ23_L-このプログラムでまた学習したいと思いますか.
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