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CALLとは何か 

 Computer-assisted language learningの略 

 平成22年度よりCHIeru社のCaLabo EXを船橋校舎で導入 

 平成23年度に教室増設 

 本学部の取り組みが今年度のCHIeru Magazineで紹介される 



授業展開 

 

 

タイムテーブル 先生の指導 CALLシステム 学生の活動 

準備 
（約5分） 

テキスト音読 
（約10分） 

質疑応答 
（約15分） 

解説 
（約15分） 

訳の発表 
（約15分） 

ｸﾞﾙｰﾌﾟ化 ■ グループ組み,グループ代表者確認 
・学生の座席を確認しながらグループ化 
・ｸﾞﾙｰﾌﾟ代表者は[先生呼出]で自分の座席番号を知らせ,先生は座席番号をメモ 

■ 教科書本文を音読 
・先生が模範音読 （適宜学生を指名して確認） 
・学生は語句の発音/アクセント,本文全体の内容を再確認 

■グループ代表者の PC 画面を映しながら全員に発表 
・発表者はグループ内でまとめた訳を音読,他の学生はヘッドセットで聞く 

■各グループの発表内容に対する質問・意見を出し合う 
・質問・意見がある場合，[先生呼出]で知らせる 
・解釈の異なるところ,不明な点などを質問する 
・適宜 先生から補完する 

■グループの訳を比較，正確に読み取れていたか，先生による解説 
・文意が正確に読み取れていたかを確認しつつ，発表内容に誤りがあれば訂正 
・本文をマーキングしながら文構造を図解し、文法事項を解説 

先生音声 

先生呼び出し 

モデル 

グループで訳作成 
（約30分） 

  ■モニタリングして確認 
 ・ｸﾞﾙｰﾌﾟ内のやりとりを見守る 
 ・受身ではなく,学生自身が個々に 
  考える時間をもたせる 

 ■グループ内で話し合い,チャットで 
   情報交換しながら訳を完成させる 
 ・語法に気をつけながら,読んで理解する 
 ・互いに補い合って仕上げる 

先生呼び出し 

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾚｯｽﾝ 

モデル 

先生PC 

画面マーキング 

画面マーキング 



準備 

 

 

 出席確認 

 机や椅子を移動してグループを
形成（落ち着くまでの時間もかか
り、大きく時間をロスする場合も） 

 

 

 

 出席管理機能により出席確認 

 （CSV形式で出力） 

 グループ形成は教員端末上で 

 （学生が動く必要がない） 

 名前（ニックネーム）が表示され
ているので、名前と顔を一致させ
やすい 

 

 

通常教室での授業 CaLaboによる授業 



授業展開 
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テキストの音読 

 

 

 教員による音読 

 大きな声で読むため発音の精度
が落ちることがある 

 広い空間ゆえ、他人事になってし
まう学生がいる 

 学生による音読 

 声の大きさや声質に個人差があり、
細かく発音をチェックすることがで
きない場合がある（かといって大
声で読むよう指示を出すと、か
えってプレッシャーに感じる学生
もいる） 

 

 

 教員による音読 

 マイクが細かい音もひろうため、こ
ちらの発音どおり学生の耳に入る 

 学生はヘッドフォンで聞くため、集
中して聞いている 

 学生による音読 

 マイクをとおすため、基本的に声の
大きさや質には影響されない 

 細かいところも聞こえるため、教員
のみならず他の学生からも間違い
等を指摘できる（発言点を加点） 

 ネット辞書等で発音記号を適宜参
照できる 

通常教室での授業 CaLaboによる授業 



授業展開 
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グループによる和訳の作成 

 

 

 一つの教材をみんなで囲んで
ディスカッションできるという利点
がある 

 教室のサイズによっては、グ
ループ内の参加度を把握しにく
い（平常点で公平性を欠くという
クレームも） 

 

 

 グループチャット機能により、定
位置に座ったままで意見交換が
できる 

 音声でのディスカッションだけで
なく、文字によるチャットもあるた
め、そのままコピー＆ペーストし
て発表原稿に貼り付けられる 

 面と向かっては発言しにくい学生
も、マイクやチャットを通すことに
よって発言しやすいという意見も 

 学生が作成したファイルを容易
に回収・保管することができる 

通常教室での授業 CaLaboによる授業 



授業の様子 



授業展開 
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訳の発表と質疑応答 

 

 

 書画カメラがない教室では口頭
のみでの発表となるため、聞い
ている側が発表内容を把握しき
れないという場合が多い 

 書画カメラがある教室では画面
で（文字で）示すことができるが、
原則的に教室を暗くしなければ
ならないため、メモが取りにくい 

 

 

 訳をタイプしたものを全員に見せ
ることができる（モデル機能） 

 グループとしての達成度を文字
の上で確認することができる 

 モデルの画面を簡単に切り替え
ることができ、グループごとの訳
を容易に比較することができる 

 面と向かっては言いにくい他の
グループとの解釈の違いや問題
点を、マイクを介してなら指摘し
やすいという意見も 

通常教室での授業 CaLaboによる授業 



授業展開 
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教員による解説 

 

 

 自由なレイアウトで板書できる 

 学生の訳を参照する際、どうして
も口頭のみになってしまい（書画
カメラを利用する場合は再度用
意する必要があるため不適切） 、
どこがどのように間違っていたか
を学生が把握しにくいこともある 

 

 

 黒板ほどの自由度はないが、ペ
ンツールにより文構造などを色
分けしながら示せる 

 学生の訳を参照する際、対象と
なるグループの訳を直接見せな
がらマーキングすることができる 

 内容にかんする補足情報等をイ
ンターネットから即座に示せる 

 学生の理解度に応じて追加の例
題を作成・配布し（ファイル共有
機能を利用）、再び容易にグ
ループワークに移れる 

通常教室での授業 CaLaboによる授業 



ペンツールの実践例 



他のソフト・ツールとの連携 



「まとめ」としてのプレゼンテーション 

 英語「を」読むのではなく、英語「で」読むことを意識させ、テクストの内容について考え
させる 

 学生はさまざまなメディアやツール、ソフトを駆使し、グループで設定したテーマについ
て深く掘り下げていく 

 より独自性の高いプレゼンテーションをしようと、他のグループへの競争心ができる 

 質疑応答を通し、質問者と発表者がともに発表内容（和訳・文法・関連事項のいずれに
ついても）について深めていくことができる 

 英語のみならず、プレゼンテーションのスキル（いまの時代には必要なコミュニケーショ
ン能力）を同時に育成することができる 



MoodleやGlexaとの連携 

 フォーラムやボードに和訳等を投稿させることで、情報を「い
つでも」共有できる 

 多肢選択問題や記述問題等を出題し、学生の理解度を把
握することができる 

 




