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要旨 

本発表は，日本の私立大学で食マネジメントを専攻する学生と台湾の私立大学でホスピタリテ

ィを専攻する学生との Zoom を用いた遠隔共同授業の実践報告である。授業目標は，食を中心

とするお互いの文化を英語で学び合うことにあった。授業では，台湾の学生と日本の学生のグ

ループディスカッション，食文化に関するプロジェクト，グループ発表等が行われた。日本人

学生は，英語圏における短・長期留学経験者，英語のセルハイ高出身者，帰国子女など様々な

背景を持っていた。全授業終了後，2 名の授業観察者が日本人学生に対して，英語使用および

英語学習に対する意識の変化を探るため，日本語で半構造化インタビューを行った。その結果，

学生の異文化経験は多岐にわたっていたが，今回の ELF 環境での授業を通し，自らの英語学習

経験に照らしながら，ELF における英語使用者としての意識を体得し，英語学習意欲を高めて

いたことが明らかになった。 

 

 キーワード：日台遠隔共同授業，異文化理解，専門外国語，インタビュー調査，ELF 

 

1. 背景 

 グローバル化が進む世界の中で，多くの人が英語を

English as a lingua franca（ELF）（Jenkins, 2000 参照）と

して使用している。また，English as an International 

Language（EIL）に関しては，日本では 1970 年代後半よ

り，英語教育の専門家が EIL 教育において様々な努力

を行い，今ではいくつかの日本の大学で EIL が英語プ

ログラムの中に取り入れられるようになってきている

（Hino, 2018 参照）。このような流れの中，Oda（2018）

は，学生が様々な英語に触れることのできる多文化英

語プログラム（multicultural English language program）が，

日本の大学における理想例であるとしている。 

 一方，異文化理解に関しては，異文化間能力（Byram, 

1997）が世界中の言語教育で重要性を増しており，言語

および異文化理解のスキルの向上を目指すには，異文

化の背景を持った学習者同士が交流する授業もしくは

プログラムが望ましいとされる（Çiftçi & Savaş，2018 参

照）。そのような実践の場として，アジア太平洋カレッ

ジでの共同教育プログラムのような高等教育機関の実

践例も報告されている（崔, 2019 参照）。また，ビデオ

会議による異文化交流について，Lee et al.（2018）は，

videoconference-embedded classroom（VEC）に参加した

学生の 81%が肯定的意見を持っている，と述べている。 

 本研究は，ELF と異文化理解，そして VEC を取り入

れた遠隔共同授業の実践報告である。以下では，本授業

の内容をまず概観し，参加学生へのインタビュー調査

の結果に基づき，学生の英語使用および英語の意識の

変化について質的に考察する。 

 

 

 

2. 内容 

2.1 学部の英語教育 

食マネジメント学部の英語プログラムでは，3 段階の

ステップにより，英語学習者を育成することを目指し

ている。STEP 1 で集中的に学習し，自らの英語力のレ

ベルを知るとともに自律した学習者（autonomous learner）

をめざし，STEP 1 で学んだことを基盤にして STEP  2 

では，自分の将来の職業を見据えた学習（career-minded 

learning）をサポートしながら， STEP 3 の専門の学び

（expert learning）へと繋げる。本実践報告の授業は，二

回生秋学期からの STEP 3 にあたる専門外国語科目

Gastronomic Sciences Ⅰ で，Step 1 と Step 2 で学習したこ

とをもとに，媒介言語である英語を通して，より専門性

の高い英語を学ぶことを目標としている。 

 

2.2 授業内容 

 本授業は，2020 年度秋学期開講の遠隔共同ゼミ形態

の授業であり，受講生は，日本の私立大学で食マネジメ

ントを専攻する学生と台湾の私立大学で食とホスピタ

リティを専攻する学生であった。日本側の学生は二回

生以上で，15 回中最初の 3 回と，最後の 2 回は日本側

だけの授業で，合同の授業は 4 回目から 13 回目の計 10

回行われた。クラス人数は日本側が 10 名，台湾側は 50

名であった。 

 授業目標は，日台の食文化を中心に互いの文化を英

語で学び合うことにあった。 

授業内容は，①食文化・食ビジネス・ホスピタリティ

に関する英文記事を事前に読み，ライティング課題と

して要約と意見を書き，ディスカッションに備える，②

食の共同プロジェクトでは，オンラインツール Padlet

（オンライン上の掲示板）を利用し（図 1 参照），1 週
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間に食べた食事や，互いに紹介したいお菓子やユニー

クな食材の写真をアップし，コメントを残したりディ

スカッションを行う，③専門の講師から講義を聞き，グ

ループディスカッションを行う，④グループで 10 分程

度のプレゼンを行う，⑤毎回の授業の感想を書く，など

が主な活動であった。 

 
図１ 

学生が自由に投稿をした Padletの例 

 
 

2.3 インタビュー調査 

 全授業終了後，10 名の日本人学生に対して，授業担

当者ではない授業観察者 2 名が，Zoom を利用し，1 名

につき 30 分から 1 時間の半構造化インタビューを日本

語で行った。主な質問は以下の 3 点であった。 

 

1． このクラスの率直な感想を教えてください。 

2． 台湾の学生との英語によるコミュニケーション

についてどう思いましたか。 

3． 自分自身と英語のこれまでの関係、そしてこらか

らの関係について教えてください。 

 

3. 結果と考察 

 筆者らは，台湾側は全学生が教室に集まってグルー

プごとで一台の PC を共有していたため，スムーズにグ

ループディスカッションが行われていなかったのでは

ないかと危惧していた。しかしながら，インタビュー調

査の結果，学生は本授業を肯定的に捉え，満足をしてい

るようであった。参加者 10 名の学生の英語レベルは多

岐にわたり（1 回生終了時の Versant Speaking Test の結

果に基づく CEFR レベルで，B2（1 名），B1（4 名），A2

は 4 名，A1（1 名）であった），短・長期の留学体験，

英語のセルハイ高出身，帰国子女等，学生の異文化経

験・海外経験は様々であった。以下にインタビューの書

き起こしデータから抜粋して（一部改変）紹介する。 

 
・ 「アジアだから似てるのかなとか思ったけど，違うこと

も結構多くて，逆にすごい似てるなって思うことも多く

て，その発見は面白かった。文法とかって大事だと思っ

て生きてきたけど，身振り手振りをもっとうまく使った

りとか，感情を顔とか表情で，表現したら，言いたいこ

とが言葉で出てこなくても伝わって，コミュニケーショ

ンに必要なのは言葉だけじゃない。何か急いで携帯とか

で調べて，写真で出して見せたりとか，他にも手段はあ

るって痛感しました」（学生 A，10 カ月の留学経験有） 

 

・ 「しゃべている中で，台湾の子に，紹介したものとかを

知らないって言っていたら，食べて欲しいなって思いま

した。最初は本当に全然話せなくて，ニコニコして聞い

ているだけだったんですけど，聞いているうちに，考え

ないといけないっていう意識が芽生えてからは，相づち

の打ち方を研究してみたりしました」（学生 B，11 カ月

の留学経験有） 

 

・ 「やっぱり何かしゃべるときに，日本語が出てくるんで

すけど，英語にそれが頭の中で変換できないというか，

言いたいことがあるけど文章にならないことがやっぱ

り多いので，喋る練習を普段からしていった方がいいな

っていうふうに思いました。ネイティブスピーカーとし

ゃべるときは，汲み取ってくれるから安心してしゃべれ

るけど，今回のようなときは空気を読まないといけなく

大変だった」（学生 C，4 週間の短期留学経験有） 

 

以下に，インタビュー結果から明らかになった 2 点

を挙げる。 

 

(1) 英語使用に対する意識の変化 

英語使用に自信のある学生は，英語使用に対する意

識の変化は感じられなかった。一方そうでない学生は

似た文化背景を持つ台湾の学生とコミュニケーション

をとる際，言語だけでなく，ノンバーバルの要素を取り

入れるなどして，英語使用に関しての苦手意識を減ら

していた。 

 

(2) 英語に対する意識の変化 

一般的な英語の科目と異なり，本授業は専門外国語

という位置づけであった。そのため，多くの学生は，自

分の専門を生かし，単語力を増やし専門的な英語力を

つけたい，と感じていた。 

 

4. まとめ 

非英語専攻の学生がこの授業で，自らの専門を通し

て英語を学び，発信し，学習意欲を高めている点，およ

び学生同士のインタラクションを通して，台湾の学生

に分かりやすく通じる英語を使用し交流を行おうした

ことで，母語規範（native norm）によらず，ELF の感覚

と意識を自然に自ら体得していた点が明らかになった。

そして，この学部の英語教育の目標である「食」と「異

文化」を英語教育に有機的に結びつけることで，自律し

た英語学習者への意識が見られた。 
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