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要旨
法政大学の学部レベルの全学英語教育の相互補完的機能を有する「学部横断型英語強化プログ
ラム」
（English Reinforcement Program）の設立から現在までの実施・進展状況、意義及び各種
機能を概説し、受講者の認知面及び情意面に関する各種データから見られる様々な結果、問題点、
改善点などを分析した。また、それらの分析結果を多面的に考察し、今後の持続可能性のある「学
部横断型英語強化プログラム」の改善案に関する提案を試みた。

「学部横断型英語強化プログラム」の展開と受講者データから見る傾向の分析
はじめに
1 学部横断型英語強化プログラムとしての

「英語強化プログラム」
（English Reinforcement

ERP設立の経緯、趣旨及び意義

Program, 以下ERP）は、2012年9月に文部科学
省から「グローバル人材育成推進事業」の採択

学部横断型で受講者の英語力強化を目指す

を受け、翌2013年度前期から法政大学全学レベ

英語教育プログラムとしてのERP設立の経緯、

ルの英語教育カリキュラムの補完機能を有する

趣旨及び意義は、主に以下のとおりである。

「学部横断型英語強化プログラム」として正式
1.1 学部の英語教育に関する様々な補完的機能

に設立・実施された。

ERP設立当時の法政大学の状況を勘案すると、

本論文の主な目的は、以下の2点である。
ERPの設立から現在までの実施・進展状況

各学部独自の英語教育カリキュラムを活用しな

を概説し、受講者の各種データから見られる結

がら、各学部レベルの英語教育を建設的に支援

果、問題点、改善点などを客観的に分析する。

する補完的機能を有する「学部横断型の英語強

⑵

化プログラム」設立の必要性が高まっていた。

⑴

分析結果に基づき、持続可能なERPの改善

案を出来る範囲で提案する。
1.2 一定の英語力と学習意欲の高い学生の英
語力育成
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「グローバル社会で活躍できる人材の育成」

強化プログラム」が求められていた。

を目指し、一定の英語力と英語学習意欲の高い

2 ERPにおける授業及び管理・運営に関す

学生の英語力を、さらに向上させるための「学
部横断型の英語強化プログラム」が求められて

る特色及び意義

いた。

ERP（英語強化プログラム）検討委員会注１）
で、上記の目的に対応可能な英語力の効果的且

1.3 留学を目指す学生の英語力の育成と維持

つ効率的な育成に資するための英語強化プログ

カリキュラムに組み込まれたスタディ・ア

ラムの制度設計を行い、ERP開設後に、ERPプ

ブロード（SA）プログラムなどの学部独自の

（以下、ERP委員会）
ロジュクト運営委員会注２）

留学制度・海外研修制度は、多くの学部で、ま

において毎年、受講者の各種データの分析など

た派遣留学などの長期留学制度は、全学部的に

を踏まえ、制度設計及びプログラム内容に改善

整ってはいたが、留学を目指す学生の個々の

を施しながら、下記のような特色及び機能を兼

ニーズに即した留学の実現に対応する英語力及

備する英語強化プログラムとして現在に至って

び異文化間理解力を育成し、且つ帰国後の学生

いる。

の英語力の維持を支援する「学部横断型の英語
表1．ERPのレベル一覧（4段階の習熟度別クラス編成）
CE0
TOEFL®iBT

CE1

CE2

CE3

39-44点

45-51点

52-60点

61-75点

TOEFL®ITP Level 1

430-449点

450-469点

470-499点

500-539点

TOEFL®ITP Level 2

430-449点

450-469点

470-499点

500点

TOEIC®/ TOEIC®IP

500-549点

550-599点

600-674点

675-819点

5.0

5.0

5.5

6.0

2級合格かつ
2100-2199

2級合格かつ
2200-2303

準1級合格かつ
2304-2399

準1級合格かつ
2400以上

IELTS
英検® CSE2.0
CE0

CE1

CE2

Reading & Writing

Paragraph Reading &
Writing

Academic Reading &
Writing

Oral Interaction

Listening &
Discussion

CE3
Critical Reading &
Writing

Academic Presentation
& Discussion

Oral Presentation &
Discussion
Essay Writing & Oral
Presentation

Academic Writing &
Presentation/Discussion

Advanced (Essay)
Writing & Discussion

Media English
Business English
(including presentation/
negotiation)
TOEFL ®Preparation

図1

ERPスキル科目の構成

（注）上記の表1及び図1は、グローバルラーニング課が作成した。
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2.1 ネイティブ英語教員による少人数クラス

ERP受講事前・事後における、ERP受講者の英

授業

語力の伸長度などの認知面及び意識・態度など

主に外部委託機関所属の英語教育経験豊富な

の情意面の変化に関する効果検証を定期的に実

ネイティブ英語教員による「英語の授業

施している。

をすべて英語で行う1クラス10名程度の少人数
2.7 ERP実施時期

クラス」を導入した。

受講者の利用の便を考慮し、学部教育と同様
2.2 習熟度別英語授業及び各段階別の英語科目

に「春学期」
、
「秋学期」の授業時間と同時限に

表1のように、学生の英語力の習熟度に応じ

ERPクラスを配置した。また短期間集中で受講

た、一定の英語力基準に基づく4段階の習熟度

を希望する学生の便も考慮し、春休み期間限定

別クラス編成（CE0, CE1, CE2, CE3）を導入

の2週間の短期集中コースも設けた。

した。また図1に示されているように、各段階
2.8 ERP以外のグローバル教育プログラムと

別の科目群間の関連性を考慮し、各段階の習熟

のシナジー効果

度別クラス編成に適切に対応する英語科目群を
配置した。

ERP受講者には、ERPの受講を通じて育成さ
れた英語力を基盤とし、留学、国際ボランティ

2.3 技能統合型の英語授業

ア、国際インターンシップ、国際キャリア支援

リスニング、スピーキング、リーディング、

などの各種グローバル教育プログラムへの参加

ライティングの「4技能統合型」の英語授業を

を奨励している。

重視した「スキル科目群」を配置した。また、
2.9 留学を希望する受験生の確保に関する支

「教科内容」を、より重視した「展開科目群」

援機能

も配置し、受講生のニーズを勘案してバランス
の取れた履修の選択肢を提供した。

大学入学後に留学を計画しているが、留学に
対応する英語力に不安を感じている受験生の本

2.4 少人数クラスの特性を考慮した成績評価

学への入学意欲を高めるために、オープンキャ

基準

ンパスなどを通じて、個々人の留学のニーズに

少 人 数 ク ラ ス（10名 程 度 の ク ラ ス 編 成 ）

対応する英語力及び異文化理解力の育成を支援

の 特 性 を 重 視 し、 例 え ば、 授 業 へ の 参 加 度

するERPの機能に言及し、必要に応じて受講を

（participation）に、ある程度、重きを置いた

推奨している。

成績評価の基準の細目を設定した。

3 大学内組織の連携体制及び大学と委託業
者との連携・協働体制

2.5 授業観察に基づく授業の質保証
ERP委員会では、外部業務委託による英語教
育の実施に伴う「質保証」に関して、ERP科目

3.1 グローバル教育プログラムを運営・管理

の授業観察を必要に応じて実施し、授業内容、

する法政大学内協働組織体制の確立
「グローバ
「グローバル戦略本部会議」注３）、

指導法、評価法などに関する適切な改善提案を

「各種グローバル教
ル教育センター会議」注４）、

行うことが義務づけられた。

育プロジェクト運営委員会のひとつの会議体と
2.6 受講者を対象とするERP授業事前・事後

してのERPプロジェクト運営委員会」の3つの

の効果検証

会議体間の、透明性（transparency）を重視し
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た情報共有及び連携・協働体制を基盤として

ERP委員会と外部委託業者との協働業務運営に

ERPの企画・運営・管理を適切に支援していく

関しては、透明性を重視した情報共有及び連

学内体制を確立した。

携・協働体制を基盤としてERPの企画・実施・
運営・管理を適切に支援していく体制を確立し

3.2 ERPプロジュクト運営委員会の業務内容

た。

本委員会の主な業務内容としては、1）ERP

4 受講者の傾向に関する分析

科目群の各科目概要の作成、2）委託業者が作
成する授業シラバスの検討、3）企画運営、4）

4.1 受講者数の推移に関する分析

出欠管理、5）授業観察結果に基づく授業改善

ERPの受講者数は、図2から明らかなように、

の提案、6）成績評価基準の作成、7）外部委託
業者の選定、8）外部委託業者から提出された

実施初年度の2013年度から2017年度現在まで増

受講者の成績の最終確認、9）授業満足度調査

加傾向を辿っている。また毎年「秋学期」の受

アンケート作成、10）ERP授業に関する受講者

講者数は、
「春学期」の受講者数よりも減少傾

を対象とする各種調査結果に基づく効果検証の

向にあるが、単年度ごとの学期別で増減を見て

分析、11）ERP実施に伴う諸問題の解決など多

いくと、増加傾向にある。また、申込者数も受

岐に渡る業務がある。

講許可者数もともに増加傾向にある。
2013年度のERPの受講者数が少なかった理由

3.3 外部委託業者との連携及び協働体制

としては、ERPが単位認定されていなかったこ
とに加えて、英語科目数、クラス数が少なかっ

ERP授業の外部委託業者の主な業務としては、
1）授業シラバスの作成、2）受講ガイダンスの

た（2013年春学期

実施、3）受講者の出欠確認、4）授業実施、5）

学期

成績評価、6）授業アンケート実施・集計、7）

られよう。2015年度から受講者数が顕著に増加

企画、実施、運営、諸問題の常時対応・即時解

傾向を示している理由としては、単位認定学部

決などのために必要なERP委員会と外部委託業

数が大幅に増加したこと（2014年度の単位認定

者との各種合同会議など多岐に渡る業務がある。

学部数は4学部だが、2015年度の単位認定学部

図2

科目数12・クラス数36、秋

科目数12・クラス数56）ことなどが挙げ

ERP申込者数と受講者数（2013年度春学期〜 2017年度春学期）
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数は、12学部）が主な要因であると考えられる。

のため、学期終了後にERP授業アンケート（添

なお2017年度春学期から大幅に受講者数が増加

付資料参照）を実施している（2013年度春学期

したのは、2017年度入学生では、ERPの受講資

から2016年度秋学期まで集計結果済み）
。この

格を有する学生が大幅に増加したこと（2015年

授業アンケートの「ERP受講の理由は何ですか

1549人、2016年2014人、2017年2965人）が主な

（複数回答可）
」という質問への回答結果から、

要因であると推測される。
）また、それ以外の

ERPと海外留学・国際ボランティア・インター

要因としては、ERP委員会で各クラスの受講者

ンシップの連携関係が認められた。

分布を分析し、クラス配置の時限を適切に変更
4.2.1 ERPと派遣・認定留学の準備の関係

したことを通じて、学生がより受講しやすい環
境が整ったことも重要な要因として挙げられよ

図3のように、2013年度春学期から2016年

う。

度秋学期までの授業アンケートの集計結果か
ら、ERP受講の理由として「派遣・認定留学

4.2 海外留学・国際ボランティア・インター

準備のため」と答えた受講者は、全受講者の

ンシップとの連携

うち15.6％から25.5％であったことが判明し

ERP委員会では、学習状況や受講理由の把握

た。

（％）

（注）横軸項目下段の左の数値は「派遣・認定留学の準備のため」を選んだ回答数、右は総回答数

図3 「派遣・認定留学準備のため」を選んだ学生数の推移
4.2.2 ERPと国際ボランティア・インターン

ンターンシップ準備のため」と答えた受講者は、

シップの準備の関係

全受講者のうち4.2％から9.8％であったことが

図4のように、授業アンケート結果から、

判明した。

ERP受講の理由として「国際ボランティア・イ
（％）

（注）横軸項目下段の左の数値は「派遣・認定留学の準備のため」を選んだ回答数、右は総回答数

図4 「国際ボランティア・インターンシップ準備のため」を選んだ学生数の推移
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4.2.3 海外留学・国際ボランティア・インター

者数の割合は、派遣・認定留学の学生が最低値

ンシップでのERP受講者の占める割合

67.7％から最高値74.2％、夏期ボランティア・

表2のように、2015年度から2017年度におけ

インターンシップに参加した学生のうちERP受

る派遣・認定留学や夏期ボランティア・イン

講者数の割合は最低値26.7％から最高値47.8％

ターンシップに参加した学生のうち、ERP受講

となっている。

表2
年度

国際交流プログラム参加学生におけるERP受講者数と割合
派遣留学

夏期ボランティア・インターンシップ

ERP学生/全体数

割合（％）

ERP学生/全体数

割合（％）

2015

21/31

67.7

11/23

47.8

2016

23/31

74.2

8/30

26.7

2017

25/35

71.5

9/22

40.9

このデータは、国際交流プログラムに参加した

る。この表から、
「受講前に最も伸ばしたいと

学生のうちERP受講者の割合が比較的高いこと

思っていたスキル」に関しては、すべてのキャ

を示しており、ERPがこれらのプログラムを志

ンパスにおいて、スピーキングの回答比率が最

望する学生の準備としての機能を果たしている

も高く、約35.9％である。つまり、文系、理系

ことが理解できる。

を問わず、スピーキングスキルの向上に関心の
ある学生が最も多く受講していることが理解で

4.3 受講者の情意的効果および満足度

きる。
「受講して最も伸びた、もしくは自信のつい

4.3.1 情意的効果

たスキル」に関しては、受講前の回答と比べる

ERP受講者はどんな点に期待を抱いて参加し、

と、スピーキングの回答は、約29.6%とやや低

且つ、受講後に、どんな点で成長を実感できた

くなっている。受講前と比べて受講後の増加幅

のだろうか。

が大きい項目はライティングであり、11.5%か

表３は、授業アンケートの結果注５）に基づき、

ら17.2%になっている。この傾向は、特に市ケ

「英語スキルに関する受講前後での意識の変

谷キャンパスにおいて顕著である。

化」に関して、キャンパス別に表したものであ
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表3

受講前後での英語スキルに関する意識の変化

（注）1. 回答の選択肢は複数選択可能なため、選択肢の回答数合計は回答者数と一致しない。
2. 回答者の受講科目はそれぞれ異なる。
（出所）2016年度春学期授業アンケート結果に基づき作成（添付資料参照）
4.3.2 満足度

自由記述回答によれば、
「満足」と回答した

表4は、上記の授業アンケート結果に基づき、

者は、講師のていねいさや親しみやすさから、

「受講科目の満足度」を集計したものである。

インタラクティブな参加がしやすかったことを

満足度に関しては、
「満足」と「どちらかと言

理由として挙げている。一方、
「どちらかと言

えば満足」との合計が、約96％を占めており、

えば不満足」と回答した者は少数だが、その主

ERPでは、満足度の高い授業が実施されている

な理由としては、英語力向上の成果への不満に

ことが理解できる。

関するものを挙げていた。
表4

受講科目の満足度

（出所）2016年度春学期授業アンケート結果に基づき作成（添付資料参照）
プについて受講前後のデータを測定したのみで

5 受講の効果に関する分析

あることから、ERP受講による効果以外の要素

5.1 TOEFL®ITPスコアの変化

（ERP以外での英語学習効果など）が除外され

ERPの受講効果を定量的に検証するため、

ていない点は留意すべきである。なお、この定

ERP受講者の受講前と受講後のTOEFL®ITP

量的検証は、2015年度・2016年度ERP受講者に

Level 1注６） スコアの変化について分析を試み

対し行ったが、2016年度は検証の条件を満たす

た。以下の検証手順に示すように、同一グルー

サンプル数が極端に少なかった注７）ため、本稿
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での報告は控えることとした。

申し込み時（事前）および受講後（事後）の
TOEFL®ITP Level 1のスコアに有意差がある

5.1.1 検証手順

かをｔ検定により確認する。

⑴ ERP受講者のうち、以下の条件を全て満た

使用ソフト：

Microsoft Excel 2013

す者を抽出する。
5.1.2 ｔ検定結果

⒜ ERP受 講 後 に 実 施 さ れ るTOEFL®ITP
Level 1（677点満点）を受験した。

表5のように、2015年度春学期ERP全受講者

⒝ ERP受 講 申 し 込 み 時 にTOEFL®ITP

482人中、上記条件を満たす受講者は28.2％に

Level 1（677点満点）のスコアを提出した。

あたる136人であった。この対応サンプルに対

⒞ ERP受講申し込み時の提出スコアが、春

し、ERP受講前と受講後のTOEFL®ITP Level

学期受講者は2015年1月以降に受験したもの、

1の平均点の差が統計的に有意かを確かめる

秋学期受講者は2015年7月以降に受験したもの

ために、有意水準5%で両側検定注８） のt検定を

である。

行った結果、t = 9.31、df = 135、p < .01であり、

⑵ ⑴の条件を満たす受講者について、受講

統計的な有意差が認められた。

表5

事前・事後テスト基本統計量およびｔ検定結果：2015年度春学期ERP受講者

		

n

平均値

標準偏差

標準誤差

t

df

p

事前テスト

136

457.6

19.2007

1.6464

9.3109

135

0.0001

事後テスト

136

477.8

26.4137

2.2649

2015年度秋学期ERP受講者に対し、同様の

検定のｔ検定を行った結果、t = 0.26、df = 41、

検証を行った（表6）
。秋学期ERP全受講者324

p < .795であり、事前・事後テストの平均点の

人中、対応サンプル数は13.0％にあたる42人で

差に統計的な有意差は認められなかった。

あった。この42人に対し、有意水準5％で両側
表6

事前・事後テスト基本統計量およびｔ検定結果：2015年度秋学期ERP受講者

		

n

平均値

標準偏差

標準誤差

t

df

p

事前テスト

42

481.4

33.2344

5.1281

0.2609

41

0.7954

事後テスト

42

480.4

31.9975

4.9373

春学期の検証結果とは相反し、秋学期の検証

期・秋学期継続受講者数139人の17.3%にあた

結果からはERP受講効果がはっきりと認められ

る）であった。表7に示すように、この24人の

なかった。では、ERPを通年受講した場合はど

事前・事後テストについて同様にt検定を行っ

うであろうか。2015年度春学期の検証サンプル

た結果、t = 4.42、df = 23、p < .01であり、事

の中から、秋学期も継続してERPを受講し、事

前・事後テストの平均点の差に統計的な有意差

後テストであるTOEFL®ITP Level 1を受験し

が認められた。

た学生を抽出したところ、24人（2015年度春学
表7

事前・事後テスト基本統計量およびｔ検定結果：2015年度通年ERP受講者

		

n

平均値

標準偏差

標準誤差

t

df

p

事前テスト

24

454.3

17.9091

3.6556

4.4171

23

0.0001

事後テスト

24

475.4

24.6890

5.0396
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以上の結果から、ERPの受講効果を長期的

考にし、委託業者（アルク）が作成し、ERP委

に計測していく必要性が見えて来た。今回の

員会で検討・採用した独自の「自己評価シー

検証では、事前・事後テストの条件を満たす

ト」を用いて実施された。この自己評価は、受

サンプル数が少なく、2015年度受講者のみを

講者の主観的判断に基づく自己評価であり、客

対象としたものであったが、今後、ERPの受

観的評価ではないものの、受講前後に学生自身

講効果を長期的かつ十分なサンプルを基に検

が自分の英語力を自己分析することが可能であ

証していくためには、事前・事後テストとな

り、一定の国際基準に準拠して結果を数値化で

るTOEFL®ITP Level 1などの英語技能テスト

きるメリットがある。

の受験を促進すると共に、受講者が保持するス

この自己評価シートに示された「到達度レベ

コアを集約する手段の確立が必要となってくる。

ル」は、CEFRと同様に、低いレベルから高い

プログラムの効果を具体的な数値で示す定量的

レベルまでA1、A2、B1、B2、C1、C2の6段階

評価は、ERPの有用性を学内外に示すとともに、

で示されており、Aは「基礎段階にある言語使

プログラムを継続的にモニタリングし、状況に

用者」
、Bは「自立した言語使用者」
、Cレベル

応じた改善を加えていくためにも必要不可欠で

は「熟達した言語使用者」となっている。注９）

あると考えている。
5.2.2 自己評価結果
5.2 レベル別自己評価

自己評価の結果は、図5のとおりであり、3
キャンパスのうち最も受講者の多い市ケ谷キャ

5.2.1 自己評価方法

ンパスに関して、2016年度春学期の結果を平均

学期の最初と最後の各々で、「成長実感」

値で記載している。
「自己評価シート」は、「リ

に関する受講者自身による自己評価を行なっ

スニング」
、
「リーディング」
、
「会話のやりと

た。この自己評価は、
「ヨーロッパ言語共通

り」
、
「会話における発信力」
、
「ライティング」

参 照 枠 」（Common European Framework of

の5つのスキルが自己評価項目として設定され

Reference for Languages,

ている。

以 下CEFR） を 参

CE0クラス

CE1クラス

CE2クラス

CE3クラス
図5

受講前後での英語力自己評価の変化
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（注）1. スコア換算
2. サンプル数

A1:1 ／ A2:2 ／ B1:3 ／ B2:4 ／ C1:5 ／ C2:6
CE0 18人、CE1 40人、CE2 39人、CE3 9人

（出所）2016年度春学期自己評価結果（市ケ谷キャンパス）に基づき作成
CE0およびCE1レベルのクラスでは、共通の

講者数を伸ばしていくことが今後の課題の一つ

傾向が見られ、すべてのスキルにおいて伸びを

であると言えよう。一方、ERP受講者の中に

実感している。またスピーキング、リスニング、

は2 ～ 3年に渡り受講を続けている学生もいる。

ライティングのスキルにおいては、特に顕著

こうした長期受講者たちから直接話を聞くこと

である。リーディングスキルにおいては若干の

により、継続的な受講を促すヒントを得るとと

伸びは感じているものの、他の3スキルほどで

もに、定量的な検証からは垣間見ることができ

はない。また事前にA1、A2と自己評価した学

ないERPの受講効果について定性的な考察を試

生のほとんどが、事後ではB1、B2へと上がっ

みた。

たと実感している。また、CE0とCE1では、事
5.3.1 調査方法および分析手順

後の評価がほぼ同じであることから、
「成長実
感」の伸びは、CE0の方が大きいと言える。

ERP発足から3年目に当たる2015年度秋学期

CE2 レベルでも、すべてのスキルにおいて

か ら2016年 度 秋 学 期 に か け て、ERPを4期 以

伸びを実感しており、傾向はCE1レベルと類似

上受講した学生を対象に聞き取り調査を行っ

している。特徴としては、リスニングにおいて、

た。調査期間において該当者は50名程であった

事前、事後ともに、CE1レベルよりも高い評価

が、ERP科目の出席率および履修科目数からイ

となっている。事前の評価では、Aレベルは少

ンタビューを依頼する受講者を選出した。イン

なく、B1の多くはB2へ、また数名の学生はC1

タビューの主旨を記載した依頼文をメールで送

へ上がったと実感している。

信し、返信があった学生の都合を踏まえ、後

CE3レベルでも、すべてのスキルにおいて伸

日、インタビューの日時・場所を設定した。イ

びを実感している。ライティングのスキルにお

ンタビューは、主な質問項目を予め用意したう

いては特に顕著である。事前において、リスニ

えで回答に応じて質問内容を追加していく面接

ングスキルの評価が高い傾向にあり、そのため、

法（semi-structured interview）により、ERP

大きな伸びを実感した学生は少なかったようで

コーディネータ―である本章筆者が行った注10）。

ある。また、リーディングとライティングの事

各インタビューの所要時間は40 ～ 50分であっ

前評価は、CE2レベルよりも低くなる傾向が見

た。学生の合意の上で録音されたデータは、後

られた。

日、分析のために書き起こしとコーディング作
業が行われた。合わせて11名の受講者から個別

5.3 長期受講者へのインタビュー調査

に話を聞く機会を得たが、本稿では紙面の都合

ERPを長期的に受講することにより学生たち

上、2016年度にインタビューを行った受講者の

が大学在学期間中に英語力を向上させることが

うちERPのレベルを2段階以上上げた学生の中

期待されるが、2013 ～ 2017年度春学期までの

で、特にERP受講の目的や動機を明確に語って

受講状況を見ると、ERP受講者のおよそ半数が

いた2人について報告する。

1年生であり、受講者全体の約７割がERPを初
5.3.2 受講者A（社会学部メディア社会学科

めて受講する学生となっている。つまり、1年

学部3年）

以上継続してERPを受講する学生は全体の約3

受講者Aとのインタビューは2016年6月に行

割というのが現状であることから、ERP継続受
50
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われた。将来、映画やマスコミ関係の仕事に就

授業に取り入れられている。外国人講師の視点

くことを希望している受講者Aは、大学在学中

から、また、日本と海外メディアの比較などか

に派遣留学制度を利用してアメリカへ留学し、

ら、一つの事柄も多角的な側面や見方があるこ

映画について学ぶことを目標としていた。ERP

とに気づかされたようであった。また、こうし

受講の理由として、以下のようなERPの利点を

た複眼的な思考は、物事を柔軟に捉えて判断す

挙げている。

る力を養う。

⑴ 英語ネイティブ・スピーカーと実際に話
しながら勉強することができる。

外人はこうだっていう型に当てはめて話し

⑵ 派遣留学に必要な英語試験にあるスピー

たりすると誤解とかもでてくるんじゃない

キングとライティングを勉強することがで

かなって思います。…ちゃんとその人を見

きる。

るっていう能力がすごい大事になってくる、

⑶ 留学を希望している学生が多いので、情

英語力とかっていう前に。それができたう

報を共有したり、刺激にもなる。
⑷

えで、英語力っていうのが必要になってく

受講料が無料である。

るんじゃないかと。

受 講 者Aは1年 の 秋 学 期 か らERPを 継 続 受

（インタビューデータ、受講者A）

講 し て お り、2年 間 で 受 講 し た 科 目 数 は8科
目 に な る（ 表8）。 受 講 当 初 は460点 で あ っ た

高校での英語授業がほとんど受験英語であっ

TOEFL®ITP Level 1のスコアを半年ごとに30

たことから、少人数クラスで対話中心に進めら

点ずつ伸ばし、CE1から始めたERPのレベルも、

れるERPの授業が新鮮に感じられたようであっ

インタビュー時にはCE3まで上げていた。学部

た。外国人講師との交流を続けることにより、

の必修英語は英語能力試験のスコアを提出する

外国人に対して抱いていた思い込みや間違った

ことにより単位を取得しているため、この期間

認識が次第に払拭されていった様子がインタ

に受講した英語科目はERPのみということにな

ビューの返答から伺われた。先入観を抱かずに

る。

相手と向き合い理解をしようとする姿勢は、国

ERPから学んだことについて質問すると、ス

際人として求められる資質の一つであると言え

ピーキングやライティングなどの具体的なスキ

る。ERPの効果として、受講者の英語力強化が

ルに加え、外国人講師とのコミュニケーション

期待されるのは勿論であるが、受講者Aが実感

から気付かされたことについて多くを語ってい

したような自己の価値観の見直しと再構築を促

た。

すきっかけを与えるという意味でのERPの役割
は大きいと感じた。

（世界のニュース）に対して、海外の人が
5.3.3 受講者B（生命科学部応用植物科学科

どう考えているとか、そういうのに触れる

学部3年）

ことができたっていうのは、もしかして大
きいことだったかも。
（日本人以外の視点

受講者Bとのインタビューは2016年11月に行

がある）っていうことを知れたっていう。

われた。受講者Aと同様に、受講者Bも派遣留

（インタビューデータ、受講者A）

学を目指しており、インタビューでは2017年度
派遣留学の選考結果を待っていると話していた。

報道機関により取り上げられる様々な事象に

学部ではバイオテクノロジー技術などを学んで

ついてディスカッションをし、プレゼンテー

いることから、卒業後は農薬関係の会社に就職

ションやライティングに繋げていく活動がERP

して海外出張をし、将来的には発展途上国で農
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業支援などに携わりたいという具体的な目標を

CE0受けたときは、何て言うか、それまで

抱いて英語力を伸ばす努力をしていた。1年次

は外国人と日本人っていう感じで、すごく

の12月に受験したTOEIC®のスコアが500点を

他国の人っていうか、人種が違う人にすご

超えたため、ERPの受講を決めた。ERPの利点

く距離感があったんですけど、ERPを取っ

としては次のことを挙げている。

て、そういうネイティブの先生と話せるん

⑴

クラスが少人数である。

だっていうのが分かって、その距離感みた

⑵ 話を聞いていて面白いと思える先生が多

いなのがなくなってきたような気がします。

い。



（インタビューデータ、受講者B）

⑶ 英語ネイティブ・スピーカー講師による
授業である。

言葉の壁のみでなく、こうした心理的な壁を払

⑷ エッセイの書き方などを具体的に学ぶこ

拭するには、対話により相手を知ることが重要

とができる。

であると考える。
「大人数だと前に出ていけな

2年の春学期よりCE0レベルから始めたERP

い」
（インタビューデータ、受講者B）性格の

だが、3年の秋学期に行ったインタビュー時に

受講者Bも、ごく少人数のクラスにおいて外国

はCE3レベルの科目を受講していた。2年間で8

人講師と対話する経験を積み重ねることにより、

科目を受講し、TOEIC®のスコアを515点から

外国人に対する心理的な距離感が次第に縮まっ

765点まで伸ばしている（表8）。この間、カナ

ていったものと推察される。

ダでの夏期短期留学に参加し、学外でIELTS講

カナダでの夏期短期留学が初めての海外で

座を受講するなど、入学以前からの目標であっ

あったということだが、
「ERPを受けていて慣

た派遣留学に向けて着実に準備を進めていた。

れてたから、ある程度積極的にっていうか、自

また、学部の必修英語を1・2年次に履修してい

分から行くことができた」
（インタビューデー

る。

タ、受講者B）と話していた。このように、一

ERPから学んだことについて質問すると、リ

歩踏み出す勇気と自信をERPから得ることがで

スニングの力が伸びたことについて熱心に話し

きたとすれば、受講者Bにとって、海外に飛び

てくれた。

出す助走区間としての役割がERPにあったので
はないだろうか。2017年度派遣留学生としてア

CE0を最初受けたときは、ほんと、先生が

メリカに渡った受講者Bは、将来の目標に向か

何を言っているとか、なにも分からなかっ

う更なる一歩を踏み出したところである。

たですけど、学期が終わるころにはすごく
5.3.4 まとめ

分かるようになってきて、そういう点でリ
スニングがすごい上がったなって思います。


以上のように、インタビューデータからは、

（インタビューデータ、受講者B）

継続受講への動機付けとして明確な目標設定が
有効であることが示された。また、英語技能の

高校での英語授業は全て日本人教師が担当して

強化に加え、外国人に対する意識の再構築や親

いたということで、英語の聞き取りや発音に苦

和性を促すなど、国際人に求められる素養を伸

手意識を持っているようであったが、外国人講

ばすプログラムとしても機能していることが伺

師が話すスピードについていかれるようになっ

われた。留学などの目標を共有する学生たちが、

たことで、英語力に自信がついたようであった。

情報交換や刺激を与えあう場としての意義を

また、受講者Aと同様に、ERPを通して外国人

ERPに見出していたことも注目すべきである。

に対する考え方が変わったという。

今回の検証では対象者数が少ないため、受講
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効果の一端を垣間見たに過ぎない。今後、対象
者を増やして検証を続けるとともに、ERP受講
者の卒業後の軌跡を辿るなどの縦断的研究を加
えることにより、プログラムのより効果的な在
り方について検討していくことが望まれる。
表8
年度

学期

レベル

秋

CE1

インタビュー対象者のERP履修状況
科目名

受講申し込み提出スコア

受講者A
2014

Essay Writing & Oral Presentation

			

TOEFL®Preparation

2015

Academic Reading & Writing

春

CE2

			
秋

CE3

Business English
Critical Reading & Writing

		

The City in Film

2016

TOEFL 490*

Media English

			
GIS-Pre

TOEFL 460*

TOEFL 520*

春

CE3

Advanced（Essay）Writing & Discussion

春

CE0

Reading & Writing

IELTS 6.0

受講者B
2015

			
秋

CE2

Oral Interaction
Academic Reading & Writing

			

Academic Presentation & Discussion

			

Media English

2016

Business English

春

CE3

			
秋

CE3

TOEIC 515**
TOEFL 483*

TOEIC 765**

Critical Reading & Writing
Critical Reading & Writing

TOEIC 765**



* TOEFL®ITP Level 1



** TOEIC®/ TOEIC®IP
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参考にして作成した自己評価シート」の回答に

6 研究のまとめと今後の課題及び展望

基づく「受講者の自己評価データ」であるが

6.1 研究のまとめと今後の課題

故に、例えば、受講者の情意要因に属する自

本章では、4章及び5章のERP受講者の「認知

己認識の厳密性に関する個人差などの要因の

要因」あるいは「情意要因」に関する「定量的

影響が否めない注11）。したがって、今後の課題

及び定性的データ」の分析結果を簡潔にまとめ、

としては、
「自己評価シート」の設問内容自体

今後の課題に言及する。次に、本研究報告結果

をCEFRの指標に照らして細分化して再検討し、

に基づき、今後のERPの「持続可能性のある展

さらに改善していくとともに「自己評価シー

望」に言及する。

ト」の結果に関する信頼性のある解釈に関して、
例えば、当該受講者のスキル別のテスト得点

4.1「受講者の主な傾向に関する分析」では、
「経年ごとのERP受講者数の増加傾向」が顕著

データに関する伸びとの比較分析なども組み込

に認められた。4.2「海外留学、国際インター

んだ、
「複合的分析」
（multiple-data analysis）

ンシップ、国際ボランティア、国際キャリア支

を用いて、より精緻に考察していくことも必要

援などの各種グローバル教育プログラムとの連

となろう。

携」に関しても、ERPが有効に機能しているこ

5.3「長期受講者のインタビュー調査データ」

とが認められた。4.3「ERP受講者の受講目的

に関しては、参考例のひとつとしてERP受講者

と受講後の情意的効果及び満足度の調査結果」

に提示し、各受講者の将来構想に関する、望ま

に関しては、授業満足度は、約「96%」となり、

しい方向づけのための示唆に役立つ可能性のあ

各学部の満足度よりも高いことが判明した。し

る貴重なデータとして活用できよう。今後の課

たがって、上記3項目（4.1, 4.2, 4.3）に関しては、

題としては、本調査におけるインタビュー者数

1章、2章で言及したERPの趣旨及び機能を適切

は、現時点では、少数であるので、ERP委員が

且つ十分に果たしてきたと言えよう。

分担し、各キャンパスあるいは学部別に有効数

5.1「受講者のTOEFL ITPスコアの変化」に

を増やしていくことが必要であろう。また、質

関しては、「事前と事後との平均値」の差の検

問項目を再検討し、ERP受講者の各属性（例え

定に関しては、春学期では、統計的な有意差が

ば、各種留学、国際インターンシップ、国際ボ

認められたが、秋学期では、統計的な有意差は

ランティア、国際キャリア支援別）の差異も考

認められなかった。また通年継続受講者では、

慮した分析項目をインタビューの質問項目に盛

統計的な有意差が認められた。この結果から受

り込み、各属性別の受講者のニーズに適した参

講者の英語力の伸長に対して、ERP継続受講は、

考データとして集積していくことも必要であろ

ある程度の効果がある可能性が示唆された。た

う。

だし、継続受講者のサンプル数は、きわめて少
6.2 今後のERPに関する持続可能性のある

なく、各々の結果間には、やや不整合があるた

展望

め、今後の課題としては、サンプル数を増やし、
各スキルの得点データ別に分け、さらに信頼性

本論文で検討してきた様々なデータ分析結

の高い統計分析手法を活用した後続研究が必要

果から、ERPは、2013年度の設立・実施以来、

であろう。

2017年度現在まで、
「グローバル人材育成推進

5.2「レベル別自己評価」に関しては、CE1

事業」及び「スーパーグローバル大学創成支援

からCE3レベルのすべてのスキルに関してERP

事業」において、法政大学の全学英語教育カリ

受講者が「伸び」を実感していたことが判明し

キュラムの補完機能を有する「学部横断型英語

た。ただし、この自己評価結果は、「CEFRを

強化プログラム」として、一定の重要な役割を
54

「学部横断型英語強化プログラム」の展開と受講者データから見る傾向の分析

果たしてきたことが裏づけられたとも言えよう。

⑵ ERP受講修了生のインタビュー記録・体験

一方、ERP設立当時と比べると、この間、各学

記などを各種留学、国際インターンシップ、

部及び研究科レベルで、独自の英語教育カリ

国際ボランティア、国際キャリア支援別に編

キュラム改革が実施され、さらに「グローバ

纂し、刊行物とし、ERP受講者の参考資料と

ル・オープン科目の設置」
、
「英語学位プログラ

しての活用の便を図る。

ム（GBP, SCOPE, IGESS）の設置」など、
「英

⑶ ERP委員会と外部委託業者との共催の各種

語で学べる専門科目」も充実してきている。こ

セミナー、各種発表会の開催を企画・運営す

のような現状認識を踏まえ、それらのプログラ

る。

ムとの「望ましい相互補完機能を有する英語力

現行のERPに、これらの改善点を取り入れる

強化プログラム」として効果検証のシステムを

ことを通じて、学内での周知徹底を図ることは

さらに精緻化し、受講生の学習成果に関する客

もとより、同様の取り組みを実施している他大

観的データの収集・分析を継続するとともに、

学に対しても必要な情報を提供するとともに、

現行のERPの機能及び管理運営組織体制に、ど

相互に必要な情報共有を行うことが可能になる

のような修正・改善を施し、2018年度以降も存

ことが期待されよう。

続・発展させていくべきなのかは、今後の重要

なお、これらの改善策を有効に実施するため

な課題である。したがって、想定しうる様々な

には、現行のERPの企画、実施、運営、効果検

変数を勘案し、時間をかけ、多方面から綿密に

証に関する事務作業量のみでも、きわめて厖大

検討していくことが望まれよう。

であるため、現在の担当事務課長、担当事務主

なお今後のERPの新たな改善案としては、例

任に加えて、上記の作業に対応可能な担当事務

えば、以下の点をさらに充実させることなどが

課員を1名、増員することが焦眉の急である。

挙げられよう。

最後になったが、これまでERPの設立、実施、

⑴ ERPの修了生及び卒業生、ERP受講者、留

運営、展開に関して献身的にご支援、ご尽力い

学生などの様々な情報交換会、各種発表会、

ただいた法政大学の教職員の皆様方に深く感謝

各種セミナー、各種ワークショップなどの相

の意を表する次第である。

互交流の場を企画・運営する。
（注1）本委員会は、グローバル化社会に対応した人材育成のための英語プログラムを企画・立案することを目的
に、学務部教育支援課が事務局となり、教育支援本部担当常務理事、教育開発支援機構長ならびに関係学部教員に
より構成された。2011年10月から2012年1月まで計5回開催され、学部横断型のプログラムとして英語強化インスティ
テュートの提案を取りまとめた。
（注2）本委員会は、グローバル教育センター事務部グローバルラーニング課が事務局となり、担当常務理事、グ
ローバル教育センター長、各学部・各研究科などから選出された本プロジェクト担当教員、グローバル教育センター
所属の特任教員で構成されており、3.2に記載した業務に係ることを任務としている。なお本委員会は、原則、月
１回開催され、その事前準備のための定例会議も同様に、原則、月１回開催されている。本定例会議は、現在は、
ERPプロジェクト運営委員会プロジェクトリーダー、グローバル教育センター所属の特任教員及び担当事務課長、
担当事務主任で構成されている。
（注3）本会議は、総長、常務理事、グローバル教育センター長、学部長、教育開発支援機構長、研究科長会議議長、
専門職大学院運営委員会議長、関係事務部長によって構成されており、グローバル戦略に係る将来構想や企画立案
に係ることを任務としている。なお、本会議の本部長は総長が務め、年に3回の会議が実施されている。
（注4）本会議は、グローバル教育センター長、教育支援本部担当理事、各学部および大学院研究科長会議が選出
する専任教員、関係事務部長によって構成される。本学の教育研究のグローバル化を推進することを目的とし、グ
ローバル戦略本部が策定する方針や活動計画に基づくグローバル教育センターの運営、およびERPをはじめとした
各プロジェクト及び日本語教育プログラムの審議事項を決定している。なお、本会議の議長はグローバル教育セン
ター長が務め、原則、月１回の会議が実施されている。
（注5）2013 ～ 2016年度のアンケート集計結果における傾向がほぼ同様であったため、最も新しいデータ（2016年
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度）を本誌において採用した。また、秋学期よりも春
学期のERP開講クラス数が多く、受講人数およびアン
ケート回答者数も多いことから、春学期のデータを使
用した。
（ 注 6 ）T O E F L ® I T P L e v e l 1 は 、 L i s t e n i n g
Comprehension、Structure and Written Expression
Reading Comprehensionの３つのセクションで構成さ
れている。
（注7）2016年度ERP受講者の中で検証の条件を満た
す者の割合は、春学期3.2％（全受講者数474人中15人）
、
秋学期7.8％（全受講者数319人中25人）
、通年受講者で
は131人中1人であった。
（注8）ERPの受講効果を事前・事後テストで検証す
る際、受講後のスコアは必ずしも一方向に変化すると
は限らないとの認識から、両側対立仮設を採用した。
（注9）抽象的でも具体的な話題でも、母語話者と緊
張することなく自然なやりとりができる（英検準1級
相当）のは、B2とされている。自己評価方法は、英
語を用いて「何がどの程度できるか」という設問に

対して回答するものである。ただし、限られた授業
時間内での実施するための自己評価シートであるため、
CEFR評価としての精度については注意が必要である。
（注10）インタビューでは、ERPの受講目的および
動機、ERPの利点と改善すべき点、ERPから学んだこ
と、ERPを受講することによる英語学習への取り組み
への変化、ERPの他に参加した/参加を考えている海
外/国内プログラムや活動、卒業後の希望進路などに
ついて質問をした。
（注11）
「ダニング・クルーガー効果」という仮説に
基づくと、主に「認知的バイアス」に基づく「優越の
錯覚」などの要因により、当該能力の高い者の方が、
当該能力の低い者よりも当該能力を低く評価する傾向
にあり、一方、当該能力の低い者は、当該能力の高い
者よりも当該能力を高く評価する傾向があるとされて
いる。そのため、特に「自己評価シート」などの被験
者の主観に基づくデータ結果の分析及び解釈には、一
定の留意が必要である。

[執筆分担者及び主な執筆分担箇所]

殿及び各リベラルアーツセンター長
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