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【資　　料】

Ⅰ．はじめに

　2020（平成32）年の東京オリンピック・パラリンピ
ックの準備が進められている昨今、看護師が外国人患

者に接する機会も増えると考えられ、コミュニケーシ
ョン・ツールとしての英語の習得は、看護師にとって
避けては通れない。
　従来、中等教育（中学校や高等学校）における英
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Abstract

　Under the rapid globalization, it is essential to improve English ability, because English is a worldwide common language, and 
therefore, comprehensive learning of 4 skills （Listening, Reading, Speaking, and Writing） with good balance is crucial in English 
education.
　Here, I describe construction and installation of Computer Assisted Language Learning （CALL）-like System to LL･Information 
Processing Room in Osaka City University School of Nursing, by means of NAS, WavePad audio editing software, and 
Chat&Messenger software for LAN in order to improve the educational circumstances of “English for Nurse”, as English for 
Specific Purposes （ESP）, and application of CALL-like system in English education.
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要　旨

　急速にグローバル化が進む中で、国際的な共通語である英語に関する能力の向上は必要不可欠であり、4技能（「聞
くこと（Listening）」、「読むこと（Reading）」、「話すこと（Speaking）」および「書くこと（Writing）」）をバランス
よく総合的に学習することが重要である。
　本稿では、English for Specific Purposes （ESP）である英語教育「看護英語」での教育環境の改善を目指して、ネ
ットワーク・アタッチド・ストレージ、および音声・音楽編集ソフトであるWavePad、またLAN用メッセンジャー
ソフトであるChat&Messengerを応用することで大阪市立大学医学部看護学科のLL・情報処理演習室にComputer 
Assisted Language Learning （CALL）様システムを構築・導入し、活用したことを報告する。
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語教育では、英文法（グラマー）が中心であり、少
なからず「読むこと（Reading）」および「書くこと

（Writing）」に焦点があてられている。しかし、言語
や文化が異なる人々と接し、協働していくためは、主
体的に英語で考え表現することが重要であり、「聞くこ
と（Listening）」、「読むこと（Reading）」、「話すこと

（Speaking）」および「書くこと（Writing）」という4
技能（図１）をバランスよく総合的に学習することが
必要である（英語4技能試験情報サイト，2015）。特に、
患者に最も近い関係にある看護師の養成課程では、一
般的な英語教育だけでなく、臨床の現場で使用される
看護や医療に関する知識について英語で理解し、通訳
を介さずに外国人患者やその家族と英語で正確にコミ
ュニケーションできる看護師を育成するという観点か
らも、看護・医療英語の教育は非常に重要である。
　「 聞 く こ と（Listening）」 お よ び「 話 す こ と

（Speaking）」のスキル向上に焦点をあてた英会話学
習では、かねてよりカセットテープ・レコーダーを活
用したLanguage Laboratory （LL）システムが主流
であった。しかし、1990年代以降ではパーソナル・コ
ンピュータが一般にも普及し、複数のコンピュータ
が相互に接続されたグローバルなネットワーク・シス
テムであるインターネットの登場により情報通信技術 

（Information and Communication Technology;ICT）
は飛躍的な発展を遂げてきた。それにともなって、現
在ではアナログのLLシステムからデジタル化された
Computer Assisted Language Learning （CALL） シ
ステムが主流となっている（上野ら，2007）。しかし一
般的には、CALLシステムの導入にかかるコストは非
常に高く、大阪市立大学医学部看護学科におけるLL・
情報処理演習室への、その導入は困難な現状である。
　本稿では、高額なCALLシステムの導入によらず、
ネットワーク・アタッチド・ストレージ（Network 
Attached Storage;NAS）の導入およびフリー・ソフ
トウェアあるいは比較的安価なシェア/ライセンス・ソ
フトウェアの応用により可能な限りコストを抑え、英
語学習における4技能の習得を促進するCALLシステ
ムに近い機能をもつCALL様システムを構築・導入し
て、看護学科での英語教育に活用したことを報告する。

Ⅱ．代表的なCALLシステムについて

　CALLシステムは全国の大学・短期大学や高等専門
学校などの高等教育機関、（吉田，1998，大阪大学サ
イバーメディアセンター，2000、稲垣ら，2004、千田，

図1　英語学習における4技能

図2　内田洋行株式会社のPC@LLにおける教員用PCのディスプレイ表示

　　　�A;教員用PCのディスプレイ1に表示されるCALLシステムの操作制御用のコンソール・パネル、B;教員
用PCのディスプレイ2に表示される学生用PCのモニタリング画面（内田洋行株式会社より許諾を得て転載）
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2005、上垣，2012、大阪府立大学・高等教育推進機構，
2016）、高等学校や中学校の中等教育機関あるいは語
学教室に多く導入されており、大阪市立大学・杉本キ
ャンパスの学術情報総合センターでも活用されている

（福嶋，1996、1999、2004）。代表的なCALLシステム
としては、チエル株式会社のフルデジタルCALLシス
テム「CaLabo EX（キャラボ・イーエックス）」、内
田洋行株式会社のマルチメディア語学学習支援システ
ム「PC@LL（ピーシーアットエルエル）」やJVC（日
本ビクター株式会社）のフルデジタルCALLシステム

「WeLL UX」などがある。これらのシステムにおい
ては、教員用PCのディスプレイに表示される学生側
PCのレイアウトや各種操作パネル（図2に内田洋行
株式会社のPC@LLの例を示す。）に、各社でそれぞ
れ特徴があり若干異なっている。しかし、学習教材の
一括配信やソフト・レコーディング機能による学習音
声教材、ならびに学生の録音音声データの波形表示あ
るいはペアやグループでの英語による会話学習、出席
や学習履歴あるいは成績管理などの機能は、すべての
システムで共通している。

Ⅲ．看護学科LL・情報処理演習室における�
コンピュータ環境の現状と課題

　2017年4月より「看護英語」を担当している筆者が
所属する大阪市立大学医学部看護学科のLL・情報処
理演習室では、LL用の機材としてラーニング・ラボ
ラトリーシステムLL-9900（Victor：日本ビクター株
式会社）や島津School TalkシステムFlashVision4400

（株式会社島津理化）などが設置されている。さらに、
医学科において臨床実習開始前に実施される共通の標

準評価試験、Computer Based Testing （CBT）でも
使用される約60台のWindows PCも設置されている。
しかし、PCのアップグレードに伴ってPC-LL用機材
間におけるインターフェースの互換性がなくなったた
めに、LLシステムとして機能していない状況であっ
た。その一方で、設置されたWindows PCはCALLシ
ステムを制御するためのソフトウェアを実行するうえ
では十分なパワーをもっており、またインターネット
環境も完備していることから、LL・情報処理演習室
においてCALL様のシステムを構築し、導入するこ
とによって看護学科における英語教育、特にEnglish 
for Specific Purpose （ESP）（長坂ら，2004）である「看
護英語」で活用可能であると考えられた。

Ⅳ．CALL様システムの構築

1．ハードウェアの構成
　教員用PCとしてレノボ・ジャパン株式会社の
ThinkCentre M73 Small （CPU： イ ン テ ル® Core™  
i5-4590プロセッサー3.30GHz、RAM：4GB, HDD; 
500GB/7200 rpm：シリアルATA/3.5インチ、DVD-
RWドライブ：5.25インチ）が設置されている。また、
運用管理のための阿倍野キャンパスLAN（Local Area 
Network：ローカル・エリア・ネットワーク）サポー
トデスク（以下、LANサポートデスク）用として教
員用と同型のPCが設置されている（図3A）。学生用
PCとしてはThinkCentre M73 Small （CPU：インテ
ル®Core™ i3プロセッサー3.20GHz、RAM：2GB、ま
たはインテル®Core™ i5-4590プロセッサー 3.30GHz、
RAM：4GB、HDD;500GB/7200 rpm： シ リ ア ル
ATA/3.5イ ン チ、DVD-ROMあ る い はDVD-RAM 

図3　看護学科LL・情報処理演習室に設置されているWindows�PC

　　　A;教員（左側モニター2台）および運用管理用（最右端モニター）、B;学生用
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ドライブ：5.25インチ）56台が設置（図3B）されて 
おり、モニターにはI・O DATA社の19インチディス
プレイが採用されている。また、センター・モニター
としてFUJITSU社の15インチカラー液晶ディスプレ
イも設置されており、学生が教員側のディスプレイに
表示される画面を見ることが可能になっている。

2．ソフトウェアの構成
　すべてのPCにはオペレーティング・システム

（Operating System;OS）としてマイクロソフト社
のWindows 7 Professional（32 bit）が、また文章の
作成、表計算あるいはプレゼンテーションのための
Word、Excel、PowerPointを含んだ統合ソフトウェ
アのMicrosoft Officeがインストールされている。さ
らに、再起動するだけで、学生が使用し変更したパソ
コン環境をもとに復元する機能をもつソフトウェア、
瞬快 ver. 8（FUJITSU社）がインストールされてお
りPCに何らかのトラブルが生じた際に、迅速にトラ
ブル前の状態に復旧できるようになっている。

3．インターネット環境の構成
　LL・情報処理演習室内の各PC（教員、LANサポ
ートデスク、ならびに学生用）には、LANサポート
デスクから発行された独自の固定IPアドレスが割り

当てられている。各クライアントPCはハブ（アライ
ドテレシス社およびプリンストン社）を介して、100 
base-T LANケーブルによりネットワークに接続し
ており、瞬快のサーバ管理機能をインストールした
LANサポートデスク用PCで管理・運用されている。
　今回、CALL様システムの構築にあたって、新た
にハードウェアとしてエレコム社のUSBヘッドセ
ッ ト（HS-HP27UBK） とNASと し てI・O DATA
社のHDL-XR 4.0 （4TB）を、またソフトウェア
と し て は 音 声・ 音 楽 編 集 ソ フ ト で あ るWavePad 

（NCH Software）、ならびにLAN用メッセンジャー
ソフトであるChat & Messenger （株式会社 Chat & 
Messenger）を導入した。

Ⅴ．CALL様システムの機能

1．NASによる学習教材の配信機能
　新たに導入しLANサポートデスクから発行された
独自の固定IPアドレスが割り当てられたNASのハー
ド・ディスク（１TB）には2つパーティションを作
成して、それぞれを学習用音声教材の配信用および学
生が録音した音声データといった課題の回収用とした

（図4A, B）。市販のCALLシステムにおいては、学生
用PCのモニター・アイコンがレイアウト表示された

図4　NAS（ネットワーク・アタッチド・ストレージ）の概要

　　　A;学習用音声教材の配信用パーティション、B;学生の学習データ回収用パーティション
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教員側のPCディスプレイ（図2B）上で、教材ファ
イルを学生用PCにドラッグ＆ドロップすることで一
括での配信が可能であるが、今回のCALL様システム
においては、学生自らがNASの配信用パーティショ
ン（図4A）にアクセスして、あらかじめ教員が準備
しておいた教材ファイルを学生のPC側にダウンロー
ドするという方式とした。また、回収用パーティショ
ンには、各々の学生が専用のフォルダを作成して、そ
こに録音した自分の発音・発声データをアップロード
することとした（図4B）。

2．WavePadの応用によるソフト・レコーディング
機能

　WavePadは、ほぼ全ての音声ファイルフォーマッ
トに対応しており、従来プロのサウンド・エンジニア
に使用されている高性能の音声・音楽編集ソフトウェ
アである。今回、このWavePadを導入することによ
って、学習音声教材や学生自身の録音音声データの波
形表示が可能となり（図５A）、各社のCALLシステ
ムにおいて共通した機能の１つであるソフト・レコー
ディング（図５B）が可能になった。
　英会話学習において、4技能の中でも、本質的に
は受動的な「聞くこと（Listening）」については、会
話の内容を理解できるかどうかで、自分自身のスキ
ルを自ら評価することができる。一方で、「話すこと

（Speaking）」については、コミュニケーションの対
象に伝えたい内容が理解されるかどうかが重要である
ため、自分自身のスキルを自ら評価することは容易で
はない。しかし、WavePadを応用したソフト・レコ
ーディング機能によって、学生はモニターに表示され

た学習音声教材のネイティブ・スピーカーによる会話
音声の波形を見ながら、リスニングやシャドーイング
することができる。さらに、シャドーイングを録音し、
自分自身の音声波形を表示させて、ネイティブ・スピ
ーカーの音声波形と比較することも可能であり、視覚
を通じて発音の強弱やイントネーションあるいは会話
時の発声リズムなどを認識でき、自己評価することが
できる。したがって、教科書中の英文を音読すること
での発音・発声あるいは会話練習といった従来から行
われている方法とは異なった学習法が可能となった。

3．Chat�& Messengerの応用によるペア・レッス
ン機能

　言語や文化が異なる人々とコミュニケーションをと
って交流し協働していくうえでは、国際的な共通語で
ある英語の技能を積極的に活用し、主体的に考え表現
することが重要である。間違いや失敗を恐れず、先方
の話したことが聞き取れない場合には繰り返し聞くこ
とや自分が話した内容が先方に通じない場合、何度も
トライして意思の疎通をはかるため、積極的に会話し
ようとする姿勢が重要である。CALLシステムにおけ
るペアやグループ学習では、普段、あまり会話をしな
い相手と英語で話すことを促すことにつながり、英会
話での積極性を授業において身に付けるために重要で
ある。
　Chat & Messengerは、同じネットワーク内のメン
バーを自動認識し、簡単にクライアント同士がリアル
タイムで情報交換することが可能なLAN用メッセン
ジャーソフトウェアであり、LAN内で閉じた形で通
信がおこなわれるため、外部への情報漏えいや外部か

図5　ソフト・レコーディング機能の画面表示

　　　�A;WavePadの起動画面、B;PC@LLシステムにおけるソフト・レコーディング機能の起動画面�
（内田洋行株式会社より許諾を得て転載）
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らのウィルス感染等について心配する必要のない企業
向けのセキュアなメッセンジャーである。今回、この
ソフトウェアを導入することで席がはなれた学生間で
ヘッドセットを利用することにより会話することが可
能となり、各社のCALLシステムで共通している、学
生間での英会話機能を実施することが可能となった。
具体的には、Chat & Messengerを起動すると、図６
で囲った枠に示すように、画面左側にネットワーク内
の自動認識されたPCが表示される。教員がペアを指
定し、学生は指定された１つのPCを選択して、音声
通話を開始することでペア学習が可能になる。現時点
においては、フリー・ライセンスであるためペアでの
会話のみであるが、ライセンスを取得することで数名
での同時会話ができ、グループ学習も可能となる。

Ⅵ．CALL様システムの活用と今後の展望

　今回、ハードウェアとしてヘッドセットおよび
NASを設置し、またソフトウェアとしては音声・音
楽編集ソフトであるWavePadおよびLAN 用メッセ
ンジャーソフトであるChat & Messengerをインスト
ールすることでCALL様システムの構築・導入を試
みた。その結果、現在流通しているCALLシステムと

は若干異なるものの、NASを利用することで学生へ
の教材配信や学生の学習課題データ回収も可能となっ
た。さらに、WavePadによりソフト・レコーディン
グ機能、またChat & Messengerによりペアでの英会
話学習が可能になり、4技能の中でも特に「聞くこと

（Listening）」および「話すこと（Speaking）」の学習
促進に役立つことが期待される。また、WavePadを
利用して教材音声データを繰り返し再生して聞き、書
き取ることで教科書に記載されている英文と比較し
確認するディクテーションにも応用できることから、

「読むこと（Reading）」および「書くこと（Writing）」
のスキル向上にも役立つと考えられる（図7）。
　代用ソフトウェアの応用における限界として、市販
されているCALLシステムでは、学生の出席管理や学
生側のPCの制御（例えば、許可のないウェブサイト
の閲覧禁止といった操作ロックなど）や学習状況のモ
ニタリングが可能であるが、今回、構築・導入した
CALL様システムでは実現できていない。しかし、学
生の出席についてはPCデスクに着席した学生がChat 
& Messenger の共有チャット機能を応用して、自分
の学籍番号と名前を記入して送信するという方式によ
り可能になると考えられる。また、瞬快のサーバ管理
機能をインストールしたLANサポートデスク用PCで

図6　Chat&Messengerの起動画面表示

　　　�起動画面の左端に、枠で囲ったように看護学科LL・情報処理演習室のLANに接続されている
PCが自動認識されて表示される。
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はディスプレイに学生側PCのモニター画面を表示で
きることから、教員側で学生の学習状況をモニタリン
グすることは可能であると考えられる。しかし、PC
管理やセキュリティなどの点に関しては、LANサポ
ートデスクとの協議が必要である。
　昨今、文部科学省の後押しを受け、大学でアクティ
ブ・ラーニング型授業の導入が加速化している（文
部科学省，2012）。アクティブ・ラーニングは、広
義の意味において一斉での知識伝達型授業以外の全
てを含み、CALLシステムでの語学演習活動は、情
報技術を用いて行うeラーニング（イーラーニング：
e-learning, electronic learning）であり、アクティブ・
ラーニング手法の１つである。
　今後、このCALL様システムによる「看護英語」の
授業を通じて、学習前後での学生の英語に対する意識
変化などを調査・検討することにより、看護学科にお
ける英語教育の実践に役立てて行きたい。
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