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Ⅰ．はじめに
１．背景
和歌山大学観光学部では、2016 年度より、学部独自に長
期休暇を利用した海外派遣プログラムを実施し、その活動を
単位認定している。科目の名称はGlobal Learning Activity（以
下、GLA）で、英語学習に加えて現地の観光関連施設の視
察やボランティア活動等の実践的な体験も組み込んだ内容と
なっており、英語のスキル面の向上だけでなく現地の観光の
状況や文化の理解も目的とした科目である。このような科目を
設けている理由のひとつには、2016 年度より学部カリキュラム
の一環として、観光学を英語で学ぶグローバル・プログラムを
実施しており、専門科目を英語で学習するために必要な英語
力の向上を目指していることが挙げられる。
グローバル・プログラムの年次進行に伴い、個別面談など

を通して同プログラムに登録している学生から海外での学び
に関する声を拾い上げるなか、海外派遣プログラムへの関心
が高まり、派遣先の多様化を望む声が増している状況が確認

された。その要望を受けて、2020 年度は派遣先の数を拡充
する予定であったが、世界各地での新型コロナウイルス感染
症（以下、COVID-19）の感染拡大により、国境を跨ぐ渡航
や都市間の往来が制限され、カナダやオーストラリア等にある
GLA受け入れ先へ学生を派遣することは中止せざるをえなく
なった。海外の各機関は対面授業の実施は取り止めたものの、
その代替として、オンライン・プログラムの提供を開始した。
このような海外の教育機関の迅速な対応を受けて、観光学
部では、それらの教育機関が提供するオンラインによる英語学
習プログラムの実施を決定した。同決定の背景には、留学を
希望する学生達の英語学習に対する意欲の喪失を防ぐこと、
加えて、COVID-19による先の見えない状況にあっても、留
学を断念するのではなく、留学が可能となった場合に備えて、
学生のモチベーションを維持するという目的があった。
以上述べてきたことを踏まえ、本稿では、2020 年度に実施

されたオンライン・プログラムを振り返り、海外派遣プログラムを
オンラインで実施することによる効果と課題について、参加学
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生が回答した事後アンケートを用いて検証する。

２．本研究の目的と意義
2020 年度、観光学部はオンラインによるプログラムをはじめ

て採用した。そのため、2019 年度までのように学生が海外に
渡航し、現地の教室で外国人教員と対面して英語を学ぶとい
う学習形態ではないことから、その効果を検証することが重要
となった。そこで、本研究の目的として、（1）オンライン授業によっ
て学ぶ英語学習に何らかの効果がみられるのか。（2）効果が
みられるとすれば、それはどのような点において効果があった
のか。（3）今後も海外へ学生を派遣できない不測の事態が生
じる場合があることを想定し、それに備えておくこと、なお且
つ初回のオンライン・プログラムを踏まえて、より効果的なオン
ライン・プログラムの開発に努めるために、2020 年度に実施
されたオンライン・プログラムを振り返り、その課題を見出し整
理しておくことである。本研究の意義としては、一つには、今
後、海外への移動が可能になった場合にも、海外派遣プログ
ラム（現地型）とオンライン・プログラムの2種類のプログラム
を提供することができれば、学生の多様なニーズに応じること
が可能となることである。もう一つは、村野・伊藤（2021）が、
コロナの感染拡大による全世界的な社会の混乱を受け、大学
教育界では「リアル」留学のハードルが上がり、オンライン留
学の需要が出始めており、次なる災害等に備え、オンライン
教育の環境を整える必要性が認識されたと述べているように、
不測の事態に備えるという点においても、オンライン・プログラ
ムの効果と課題を明らかにしておくことは必要であるといえる。

Ⅱ．先行研究について
まず留学の傾向について、留学生数の経年変化とその特
色についてみてみる。日本学生支援機構（JASSO）の「留
学生に関する調査」によると、国内大学から海外大学へ留学
した学生は、2009 年から2018 年まで増加し続けている。とり
わけ留学期間 1か月未満の割合が増加し、2009 年は 46％、
2018 年は66％に達している。
留学期間の長短はあるものの、上述のように日本人学生の
留学は年々増加しているが、三原（2017）によると、「学生
が国際交流に積極的に参加するためには、経済的問題、大
学での卒業要件に必要な単位履修など安定した学生生活を
すごしていることも前提条件になる」（pp.62-63）と述べてい
る。例えば、半年間から１年に渡る留学においては、４年間
で卒業するために、十分に履修計画を練り、卒業に必要な単
位数の取得について目途をつけておく必要があるだろう。また、
経済状況が国際交流への参加を左右することが示唆されてい
る。これは、留学の希望あるいは興味関心はあるものの、経
済的な状況から留学へ踏み切れない学生の存在を示している
ともいえる。以上の点から、日本にいながらにして海外の大学
が提供する英語学習プログラムに参加することが可能となるオ

ンライン・プログラムに対して、一定の需要が見込まれることが
予想される。
次に、海外派遣プログラムの効果、特に大学の長期休暇

中に実施される短期間の海外派遣プログラムの効果に関して
は、鈴木・林（2014）が報告している。それによると、現地
型の3週間プログラムの学習効果として、参加学生のリスニン
グ力・スピーキング力はやや向上し、英語力全般にも若干自
信をつけ、英語学習意欲や学習目的はより強く明確になり、コ
ミュニケーションに対する積極性を高めたとして、言語面およ
び情意的側面に肯定的な影響を及ぼすとしている。
一方、池田（2014）は、Lafford, B., & Collentine, J. （2006）

の知見から、受け入れ家庭である、ホストファミリーと過ごす
日常生活の中で、不安、緊張感、個人的な期待外れ、人
種・性による差別等の自らの文化的に重要な問題を感じると、
外国語能力の習得にも影響を与えると報告している。これは、
現地型のプログラムでは、言語も文化も異なる人 と々のコミュニ
ケーションにおける精神面での負担などが、言語面において
肯定的とはいえない影響を及ぼすことがあることを示唆してい
る。現地型プログラムならではのホームステイであるが、その
良さを享受できない場合もあり得るならば、日本で日常生活を
送りつつ、オンライン・プログラムで英語学習に集中することに
も利点があると推測される。

Ⅲ．プログラムの内容と調査方法
１．プログラムの内容と特色
　和歌山大学観光学部では、2016 年度から2019 年度まで
の４年間、GLAを通じて、オーストラリア、イギリス、カナダ、フィ
リピンに計 100 名の学生を派遣してきた。
　2020 年度は観光学部の１・２年生計 14 名が３つの教育
機関が実施するオンライン・プログラムに参加した。それら
の教育機関は、オーストラリアのクイーンズランド大学付属語
学学校 [The University of Queensland, Institute of Counting 
& TESOL Education]、カナダのアルバータ州立大学付属
語学学校 [Alberta University, Faculty of Extension, English 
Language School]、アメリカのミシガン州立大学連合日本セン
ター [Japan Center for Michigan Universities]、以上３校で、
いずれも英語を母語としない学生を対象とした英語学習プログ
ラムを提供している。
　各プログラムの内容（表１）は、各教育機関の特色を生か
したコースデザインとコンテンツである。まず、オーストラリアの
クイーンズランド大学付属語学学校によるオンライン・プログラム
（以下、オーストラリアGLA）は「Online English Language 

Studies Program 2020」と題し、スピーキング、リスニング、
リーディング、ライティングの４技能をバランスよくカバーしなが
ら、文法やボキャブラリーの正確な運用とコミュニケーションス
キルの向上に焦点を当てた内容である。それにより高い英語
運用力の習得を目指している他、授業外の活動が充実してお
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してきたオーストラリアとカナダでの現地型プログラムの内容（表
２）と比較すると、現地に滞在するということを除いて、プログ
ラム内容の違いに大きな差は見受けられなかった。
　各プログラムの実施期間や授業時間数等を比較すると（表
３）現地型プログラムは実施期間が長いため、それに比例し
て授業時間数が多い。海外への渡航を含む現地型プログラ

り、現地学生と交流の機会が提供されている。次に、カナダ、
アルバータ州立大学付属語学学校によるオンライン・プログラム
（以下、カナダGLA）は「Communication Skills for Global 

Citizenship Online （GSGCO）」というタイトルで、プログラムそ
のものがオンライン環境下の多文化間コミュニケーションを想定
してデザインされている。カナダ文化やグローバルコミュニティー
における多様性について学びながら理解を促進し、
オンラインであっても学生が自信を持って、正しくス
ムーズに英語で相互交流するためのスキル獲得を
目指している。最後に、アメリカのミシガン州立大
学連合日本センターによるオンライン・プログラム（以
下、アメリカ GLA）の「Cultural Connections: 
Touch the world without leaving home」では、実
践的で高度な英語力の獲得を掲げ、スピーチやラ
イティングのスキルを磨きながら、文化や生活様式
の異なる国々の人 と々のコミュニケーションを図るこ
とを重視し、現地在住のミシガン州立大学の学生と
オンラインツールを使ってグループで課題に取り組む
等、実践を取り入れた内容であった。このように、
それぞれのプログラムに異なる特徴はあるが、オン
ライン・プログラム（表１）と2019 年度までに実施

表１．2020 年度 GLA（オンライン）各プログラムの内容
大学名 プログラムタイトル 英語学習 英語学習以外の活動

クイーンズランド大学
付属語学学校
（オーストラリア）

Online English 
Language Studies 
Program

－授業
英語四技能の課題をバランスよく実施しながら、文
法とボキャブラリーのスキルを付け、コミュニケーショ
ン力の向上を中心に学習

－現地大学の学生による会話パートナー
－現地大学の学生コミュニティーとの交流
－ラーニングアドバイザーとの個別学習相談

アルバータ州立大学
付属語学学校
（カナダ）

Communication 
Skills for Global 
Citizenship Online

－授業
言語とグローバル市民をトピックとしてス
ピーキングを中心に展開
－個別学習課題
プログラムのために独自開発されたウェブサ
イトでの動画・リーディング素材を用いたオ
ンライン語学学習

－カナダ文化や現地生活についての調べ学習
－大学の学生センター提供によるワークショッ
プや学生交流アクティビティーへの参加

ミシガン州立大学連合
日本センター
（アメリカ）

Cultural 
Connections: Touch 
the world without 
leaving home

－授業
海外での日本文化紹介、多文化理解をテーマ
に、英語四技能を向上しながら、模擬国連の
実施やグループワークを通じて実践的に学習

－セミナー
多様な文化背景をもつ現地コミュニティーの
人々からの話を聞いて交流
－グループワーク
与えられた課題について、現地大学の学生と
グループワークで協働
各機関からのプログラム資料（2020）に基づき筆者作成

表２．2019 年度 GLA（現地型）各プログラムの内容
大学名 プログラムタイトル 英語学習 英語学習以外の活動

クイーンズランド大学
付属語学学校
（オーストラリア）

English Language 
Studies Program

－授業
英語四技能の課題をバランスよく実施しながら、文
法とボキャブラリーのスキルを付け、コミュニケーショ
ン力の向上を中心に学習

－現地家庭でのホームステイ
－現地大学の学生による会話パートナー
－現地大学の学生コミュニティーとの交流
－ラーニングアドバイザーとの個別学習相談

アルバータ州立大学
付属語学学校
（カナダ）

Communication 
Skills for Global 
Citizenship

－授業
言語とグローバル市民をトピックとしてス
ピーキングを中心に展開
－個別学習課題
授業で扱うグローバルコミュニティーにおけ
るコミュニケーションを促進する課題

－現地家庭でのホームステイ
－カナディアン・ロッキーへのエクスカーション
－エドモントン観光局への訪問視察
－大学の学生センター提供によるワークショップや学
生交流アクティビティーへの参加

各機関からのプログラム資料（2019）に基づき筆者作成

表３．GLA 各プログラムの比較
プログラム オーストラリアGLA カナダGLA アメリカGLA

形式 現地型 オンライン 現地型 オンライン 現地型 オンライン
実施期間 1）（日） 35 19 28 12 + 45） 14 11
実施時間 100 60 120 40 + 205） 60 60
授業時間 2）

（時間） 100 60 60 25 + 85） 40 30

課題時間 3）

（時間） － － 60 15 + 125） 20 30

費用 4）（円） 約 48 万 約９万 約 50 万 約 7万 約 15 万 約５万
観光学部国際連携委員会（2019, 2020）によるデータに基づき筆者作成

1）現地型では滞在日数、オンラインでは授業期間日数
2）実施時間のうち、教員から授業を受けるコンタクト時間
3）実施時間のうち、オンライン課題とグループワーク実施時間、ただしホームワーク時間は含
まない
4）プログラム費用（授業料・ホームステイ料金・等）と往復交通費を含む概算
5）既存のプログラムに加えて、観光学部独自に、ネイティブスピーカー教員指導の元で補足し
た活動の時間数
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ムと日本にいながらにして参加できるオンライン・プログラムでは、
費用が大幅に異なる。海外で現地型プログラムを実施する場
合は、オンライン・プログラムの約５～７倍、日本国内で実施す
るアメリカGLAの場合でも、現地型プログラムは、オンライン・
プログラムの約３倍の費用がかかる。こういった理由から、オ
ンライン・プログラムに参加した学生の中には、オンラインだか
ら参加したという声も聞かれた。

２．調査方法とその結果
例年、各プログラムの実施前と実施後にGLA参加学生を

対象としたアンケート調査を行っている。本研究の調査方法と
しては、プログラム実施後の達成感や能力・資質の変化に着
目し、事後調査の回答を用いる。このアンケート調査は、観
光学部教育効果検証部会が作成・実施しているものである。
したがって、今回の調査にあたっては、観光学部ならびに同
学部の教育効果検証部会からアンケートの集計データの利用
許可を得ている。尚、アンケートは記名式で実施されているが、
利用許可を得たデータは無記名で集計されたものであり、個
人を特定できるものではない。本稿では、事後のアンケート調
査のうち「GLAへの参加を通して、能力・資質がどの程度
身についたと思うか」（表４）という自己評価の結果に加えて
学生の自由記述を取り上げて考察する。自由記述以外のアン
ケート項目では、参加学生が 5段階尺度で自己評価をしてい
る。尺度は、5が「非常に身についた」、1は「全く身につ
かなかった」として、数値が高いほうが高評価である。本調

査で取り上げるのは表４の8項目である。
　これら8項目の回答結果（表５）を見ると、「①自分の興味
分野の知識」、「③自ら課題を発見する力」、「④発見した課
題を解決する力」、「⑤ユニークな発想力」、「⑦異文化理解
能力」の5項目において現地型プログラムの方が 1ポイント未
満ではあるが評価が高い。前述の通り両形態のプログラム内
容に大きな差がないことから、現地型プログラムでしか経験で
きない学びがあることを示しているのではないか。特に、「①
自分の興味分野の知識」については、両形態での評価の差
が最も大きく、現地型プログラムに含まれる活動への学生の高
い興味・関心が覗える。他方、オンライン・プログラムの方が
高い評価を得たのは、「②自分の興味分野以外の幅広い知
識」と「⑥外国語能力」であった。「外国語能力」に関し
て評価が高かったのは、日常生活の中で英語学習に集中でき
たからかもしれない。これらの点も含め、次の「Ⅳ．結果」で
は、それぞれの自己評価の上位３項目を取り上げて考察する。

Ⅳ．結果
１．学生の自己評価について
　2016 年度から2019 年度までの現地型プログラム、2020 年
度オンライン・プログラム、それぞれの参加学生による自己評
価のうち、評価が高かった上位 3項目（表６）に着目する。
現地型プログラムにおいて最も評価が高かったのは、「異文
化理解能力」であった。次いで、「外国語で自分の考えを相
手に伝える力」そして「自分の興味分野以外の幅広い知識」
の順に評価が高いという結果であった。
他方、オンライン・プログラムでも「異文化理解能力」が最

も評価が高かったが、2番目に評価が高かったのは「外国語
能力」という結果であった。次いで、3番目に「外国語で自
分の考えを相手に伝える力」、「自分の興味分野以外の幅広
い知識」が同率で３番目であった。この項目は、現地型プロ
グラムの２番目と３番目に相当する項目であった。
両形態のプログラムにおいて最も高評価を得た「異文化理

解能力」について、2016 年からの 5年間に現地型プログラ
ムに参加した学生 100 名のうち94 名が学部 1・2年生であり、

表４．アンケート項目（資料１の抜粋）
「GLAへの参加を通して、能力・資質がどの程度身についたと思うか」
①自分の興味分野の知識
②自分の興味分野以外の幅広い知識
③自ら課題を発見する力
④発見した課題を解決する力
⑤ユニークな発想力
⑥外国語能力
⑦異文化理解能力
⑧外国語で自分の考えを相手に伝える力

表５．GLA を通して身についた能力・資質の自己平均値
（事後アンケート結果）

アンケート項目 現地型平均 オンライン平均
①自分の興味分野の知識 4.04 3.57
②自分の興味分野以外の幅広い知識 4.24 4.36
③自ら課題を発見する力 4.1 3.86
④発見した課題を解決する力 3.95 3.93
⑤ユニークな発想力 3.8 3.64
⑥外国語能力 4.14 4.43
⑦異文化理解能力 4.64 4.57
⑧外国語で自分の考えを相手に伝える力 4.26 4.36
観光学部教育効果検証部会（2019，2020）によるデータに基づき筆者作成

表６．GLA を通して身についた能力・資質の自己平均値
（上位３項目）

アンケート項目 現地型平均
1 異文化理解能力 4.64
2 外国語で自分の考えを相手に伝える力 4.26
3 自分の興味分野以外の幅広い知識 4.24

アンケート項目 現地型平均
1 異文化理解能力 4.57
2 外国語能力 4.43
3 外国語で自分の考えを相手に伝える力 4.36
3 自分の興味分野以外の幅広い知識 4.36
観光学部教育効果検証部会（2019，2020）によるデータに基づき筆者作成



Tourism Studies

観光学 47

47

且つ初めての海外渡航であるケースが多くみられたことから、
現地に赴き、日本とは異なる文化環境に身を置くことによって、
このような結果が表れたのではないかと推測される。オンライン・
プログラムでは、現地滞在を経験していないにも関わらず「異
文化理解能力」が最も高評価であったのは、参加者全員が
現地型プログラムでも多数を占めた学部１・２年生であること、
また表１に示すように、「英語学習」のコンテンツや「英語学
習以外の活動」を通じて現地文化について学ぶ機会や現地
学生らとの交流機会を持ったことにより、異なる文化の知識を
得ることができたからではないかと考えられる。
両形態の自己評価で上位３項目に入っている「外国語で自

分の考えを相手に伝える力」については、現地型であれ、オ
ンラインであれ、プログラムに参加することによって外国語で自
ら発信する機会を得たと考えられる。また、「自分の興味分野
以外の幅広い知識」については、表１に示すように各教育機
関のプログラムの特色に見られるさまざまな活動を通じて、学
生が事前に期待していた以上の知識を得ることができたと判断
したのではないだろうか。 
　一方で、オンライン・プログラムの評価にのみ入っている「外
国語能力」について、アンケート結果に次のような特徴が見ら
れた。「外国語能力」が「非常に身についた」と5段階の
最高評価をした学生は14 人中 5 名おり、5名全員が自由記
述欄において、次の通り英語学習に関連する肯定的な記述
がみられた。（下線は筆者による。）

① 担当の先生がとても丁寧にご指導くださったので、良いと
ころも悪いところもしっかりと反省でき、とてもありがたかっ
たです。

② 英語の基本的なことに加えて、学習方法などの今後の学
習に大いに役立ってくれるようなアドバイスも受けられた。

③ 自分の英語運用能力がいかに足りていないかということに
かなり早い段階で気づくことができ、自分が英語四技能の
うちどれをどのくらい伸ばすべきかを明確に理解して有意
義な３週間にすることができた。

④ オンライン留学というものが初めてだったので不安はありま
したが、どの授業も大学の授業にはないような形だったの
で、長くても飽きず意慾的に取り組めました。

⑤ 想像していたよりもしっかり課題が出たことが印象的で
あった。このプログラムは他のものには無いかなり実践的
なことを学べたように感じた。少人数であったこともあり、
積極的に発見ママ（発言）する機会が多くより学びやスピー
キング力が上がったように感じる。

　この結果の背景として、オンライン・プログラムでは、ホーム
ステイをはじめとする現地生活の体験がなく、授業とその他の
活動に限られるために、それらに集中して英語学習に取り組む
ことができ、「外国語能力」の項目を高く評価したのではない

かと考えられる。
以上の結果と比較して、現地型プログラムでは、「外国語

能力」が「非常に身についた」と評価した学生は参加者
100 名中 20 名いたが、その自由記述欄においては、英語学
習に関するコメントはほとんど見られなかった。自由記述に見ら
れる特徴として、ホームステイ体験や文化の違いなど現地生
活の感想が多くを占めていた。ホームステイ等の現地生活で
は、異文化を体験できる機会であると共に、必然的に英語を
使う場面が多くなり、ホストファミリーとの交流において思うよう
に表現できず学生自身が外国語能力の不十分さを認識したと
いうことも考えられる。学生のホームステイに関する自由記述
の結果については、次節で詳述する。

２．学生の自由記述について
　2016 年から2019 年度までの現地型プログラム参加学生に
よるアンケート調査（全 100件）の結果、自由記述欄では次の
ような記述が見られた。本稿で取り上げた記述は、同様の記
述が見られる中で代表的なものである。（下線は筆者による。）

（1）現地型プログラム：2016 年～ 2019 年の参加者による自
由記述より抜粋。
①「ホストファミリーと話すときに、自分の言いたいことを
完璧に伝えることができず、悔しく感じました。だからもっ
と英語を勉強し、特にスピーキングやリスニングに力を
入れていきたいと思いました」
②「ホームステイや学校での交流や会話など常に考える
ことが必要だったので考える力が身についたと思う。」
③「ホームステイではホームステイファミリーと会話するこ
とができて、英語を更に頑張りたいと思う良いきっかけ
になった」

上記①より、現地型プログラムでは、授業外でも、ホームス
テイを含む現地での日常生活において、英語を話す必然性が
おのずと生じるが、その生活の中で学生自身が伝えたいこと、
伝える必要があることが思い通りに伝わらない等、なんらかの
意思疎通に支障が生じたことから、自身の外国語能力の不十
分さを経験した結果ではないかと推測される。
上記②と③を見ると、ホームステイを体験したことで、自身

の語学能力について認識し、その後の英語力向上に関して
新たな目標を見つけ、ホームステイ体験がその動機づけに繋
がっているという様子が見受けられた。
　その一方で、ホームステイの無いオンライン・プログラムの参
加学生の自由記述（下記参照）を見ると、自信やモチベーショ
ンというキーワードが見られ、情意面での変化が見られた。
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（2）オンライン・プログラム：2020 年度の参加者による自由記
述より抜粋。
①「スピーキングという、実践的な英語を学べたので、
今後、英語で話す時の自信が少し身についた」

②「少人数の授業であったため発言機会が多くありスピー
キングの良い練習になりました。下がりつつあった英語
学習へのモチベーションも上がったので良かったです」
③「今回のプログラムに参加することによって、英語で話
すことに対して感じていた不安感や抵抗感が少なくなっ
たように思う。これからもっと積極的に英語の授業を受
けてみようという気持ちになった」

上記①～③を通して、英語で話すことへの不安が軽減し、
ある程度の自信につながったことや、今後の英語学習への
モチベーション向上にもつながっていることが述べられている。
14 名中 6名がスピーキングについて触れており、現地へ行か
ずとも、現地の教員や学生とオンライン・プログラムを通して学
習することで、スピーキング・スキルにおける情意面での変化
が見られた。

Ⅴ．考察
前述の自己評価項目で、オンライン・プログラムでは「外
国語能力」への評価が高かったことについて、2006 年の
LaffordとCollentineの研究（池田（2014）からの孫引き）
において「ホストファミリーと過ごす日常生活の中で、不安、
緊張感、個人的な期待外れ、人種・性による差別、等、自
分にとって文化的に重要な問題を感じると、外国語能力の習
得にも影響を与える」と示されているように、オンライン・プログ
ラムでは生活環境の変化による身体的・精神的な負担がなく、
プログラムにおいて英語に触れる機会が、授業や課外活動に
限られるため、集中して授業に取り組むことができ、「外国語
能力」への自己評価が高かったのではないかと考えられる。
また、外国語能力の向上や、情意面でのポジティブな変化が
見られたことについて、2014 年の鈴木・林の研究による学習
効果検証の結果「参加学生のリスニング力・スピーキング力
はやや向上し、英語力全般にも若干自信をつけ、英語学習
意欲や学習目的はより強く明確になり、コミュニケーションに対
する積極性を高めたとして、言語面および情意的側面に肯定
的な影響を及ぼす」に通ずるものがあり、オンラインでも学習
効果が上げられる可能性が見て取れた。
　本調査の結論として、次の点が挙げられる。第一に、オン
ライン・プログラムの利点として、経済面において、より多くの
学生に学習機会を提供することができる。第二に、英語学習
の効果として、オンライン・プログラムであっても、現地型プロ
グラムと共通した学習効果が上げられる可能性がある。第三
に、その効果を促進している要因として、オンライン・プログラ
ムでは、環境変化による負担が無く、より集中して授業に取り

組むことができる、ということが窺えた。
　その反面、授業外の場面で英語を使用する必然性がない
ため、英語学習の効果を一層高めるためにはなんらかの工夫
が必要であろう。例えば、プログラムにおいてネイティブ・スピー
カーとの協働活動をリアルタイムで、且つ継続的に行うことや、
プログラムの時間外にも自発的に英語を使用するための学生
の環境づくり、または、そのためのサポートを派遣する側の教
育機関から提供する等、より効果的なオンライン・プログラムに
するための課題を解決していく必要がある。

Ⅵ．おわりに
本稿では、2020 年に生じた COVID-19という不測の事態

に直面し、海外派遣の現地型プログラムの代替措置として実
施したオンライン・プログラムに関して、参加学生への事後アン
ケート調査の結果から検証を行った。その結果、第一に、英
語学習の効果について、オンライン授業で学ぶ場合にも、参
加学生は学習効果を感じていることが窺えた。第二に、その
効果について、スピーキングに関する不安軽減や学習への意
欲などの情意面での効果が自由記述において観察された。第
三に、オンライン・プログラムでは費用負担が少ないことに加え、
環境の変化によるストレスが少ないことから学習に集中できたの
ではないかと考えられる面があり、今後、不測の事態に備える
ことに加えて、現地型とオンライン型の両方のプログラムを提供
できれば、より多くの学生に英語研修の機会を提供できること
が見通せた。
本研究にはいくつかの課題が残っている。本稿で取り上げ

たアンケート結果では、オンライン・プログラムへの参加学生が
「外国語能力」について高い自己評価をしていたが、参加
者が合計 14 名と少数であったこと、また、「コロナ禍において、
オンラインでも英語を学びたい」という語学学習への意欲が高
い学生が集まっていた。つまり参加学生にある種の偏りがあっ
た可能性も考えられることから、今後も継続的な調査が必要
である。
　それらの調査に並行して、アンケートの結果と照らし合わせ
ながら参加学生へのインタビューを実施することで、アンケート
結果の信頼性をより確かなものにすることが求められる。加え
て、プログラム内容の改善を図る上で、各教育機関の担当
者らへのインタビューも取り入れ、各機関が提供するプログラ
ムの特色の違いによる参加学生の評価の違いを検証する等、
多面的な調査をする必要があるであろう。
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