
１．はじめに

　グローバル化が進む今日を生き抜いていくために、
英語に精通することは必須となってきている。その
ため日本の学校教育においても、2016年中央教育審
議会答申から求められた「何ができるようになるか」

「何を学ぶか」「どのように学ぶか」「子供一人一人
の発達をどのように支援するか」「何が身に付いた
か」「実施するために何が必要か」の６点に沿って、
2020年度から順次実施される小学校・中学校・高等
学校の学習指導要領の「外国語」の目標が立てられ
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要　約
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ている。大人の英語教育ではこれら６点を考慮する
ことは、すでに行われていることである。たとえば、
ESP（English for Specific Purposes）では、英語を
使用するコンテクスト（学問分野や職業）にあわせ
て専門的な語彙や言い回しなどの言語の習得を目的
とした教授法の開発が行われ、広く実践が行われて
きている。口元・竹内（2009）の調査研究では、調
査に参加した看護系大学と短期大学、専門学校124
校のうち111校（89.5％）が「医療現場で使用する
英会話能力の習得・強化」（p.51）を英語教育の目的
に含んでいたと報告している。一方、大学入学者の
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知識の低下や基礎教育でのESP教育実施は難しい
という研究（山田，2013）もある。
　近年では言語習得のみを目的としたESPに対し
て、内容と言語の両方の習得を目的とするCLIL

（Content and Language Integrated Learning, 内容
言語統合型学習）の導入についての研究、実践もあ
る。CLILの導入によって、専門用語を習得すること
にとどまらず、内容の理解、それに伴う深い思考の
活動、協同学習を通して、特定のコンテクストで使
用される言語を身につけることが期待できる（渡部・
池田・和泉，2011）。
　本研究では、資格獲得にも英語が必要ではなく、
日常業務においても英語を使用することがあまりな
いとされている臨床工学技士養成専門学校の１年生
の英語必修科目において、言語学習と内容学習を行
うCLILを導入することが参加者である学生にどの
ように受け取られるかを調査し、専門学校における
CLILの導入の可能性について考察する。

２．先行研究

2.1　専門学校の英語教育に対する学生のニーズ
　専門学校における英語教育のあり方を調査分析し
た鈴木（2007）の研究では、助産師養成コースの学
生たちに質問紙調査をした結果、英語の「専門用語
が分かる程度」（p.138）に目標をおいている学生が
９割以上、「一般の英単語，専門用語，専門書など
総じて『読める』というニーズ」（p.138）を持ってい
る学生が７割以上いるものの、英語が苦手であった
り、中学や高校の英語の成績が良くなかったと答え
ている学生が３〜５割いたことが分かった。また、「助
産師養成コースにおいては，かなり過密なカリキュ
ラムが組まれており，その殆どが必須科目であるこ
とから英語を一般教養のレベルで学習しているだけ
のゆとりがない」（p.139）ことや、講義回数も７回と
潤沢ではない状況から、授業に参加する「学生の質，
時間数，クラスの大小，目的など」（p.140）を考慮
に入れ、「それぞれの実習施設でどのような産科分
野の英語が使われているのか」（p.140）などを授業

に組み込んでいく必要があるとしている。
　杉山・カレイラ（2011）では、看護短期大学にお
ける英語教育のニーズ分析を学生と教員に質問紙に
よる調査を行った結果、学生と教員の「双方とも高
い割合で看護師および看護学生にとっての英語、ま
た英語コミュニケーション能力の必要性を感じてい
る」（p.93）ことが分かった。さらに、学生の多くは、
短大の英語教育で英会話力、コミュニケーション能
力を伸ばしたいと思っており、「日常英会話程度」

（p.93）や「外国人患者に対応できる、主訴が聞き取
れる程度」（p.93）まで伸ばしたいと思っていること
も分かった。調査に参加した学生は１年生と３年生
であったが、調査を分析した結果、杉山・カレイラ

（2011）は、
　 １年生の回答では「医療系」「医療現場」「実践で」

などやや漠然とした表現が目立ったのに対し、３
年生の回答は、単に「英会話」と答えるのではな
く「臨床で」「病棟で」「外国人患者に問診が出来
る程度（の英語力を身につけたい）」など、１年生
に比べ具体的で医療現場を意識したものが若干多
いのが特徴である（p.96）

と述べ、「卒業時までに行なうべき目標を明確にし」
（p.97）たり、「看護分野専門教員と英語教員が協力、
連携した授業、ならびにシラパスを作成すること」

（p.97）を示唆している。
　以上の調査研究から、専門学校の英語科目では、
学生のニーズを把握し、専門分野で働く際に役立つ
英語を提供するようにシラバスを組み立てるべきで
あることが分かる。

2.2　ESPと学習効果
　ESPとは、半世紀前頃から社会情勢の変化に伴い、
英語習得、特に学習者自身が必要とする英語力の向
上のために登場して来た教授法で、学習者にとって
必要な専門職の話しことば書きことばのコンテクス
トに適合させた学習者中心、学習中心の理念を掲げ
ている（Jendrych，2013）。Anthony（2018）によ
れば、ESPは、学習者が現在あるいは将来学問的（学

臨床工学技士養成専門学校におけるこれからの英語教育
執行　智子・塩田　直子・カレイラ松崎順子

− 48 −



究的）ないし職業的に必要な言語、ジャンル、スキ
ルに焦点を当て、一般な教材や特定の教材と教授法
を用いて学習者のニーズにあわせて学習者の言語習
得を促進していくものである。ここで述べる言語と
は、語彙、形態素、統語、意味、語用、音韻に関す
ることであり、ジャンルとは、研究発表、ビジネス
レター、処方箋などで用いられる話しことばや書き
ことばのスタイルを指す。さらにスキルとは、読む、
書く、話す、聞くに加え、計画を立てたり、気付い
たり、問題解決したり、修正したりする能力を指す。
では、ESPは、学生の英語学習にどのように影響を
及ぼすのであろうか。
　Tomak and Šendula-Pavelić（2017）は、薬学と
保健学を専攻する大学生４年生を対象に、ESPプロ
グラムにおける動機づけに関する調査を行った結
果、参加者の動機づけは、道具的動機づけよりも統
合的動機づけが高いことが分かった。すなわち、学
生は、ESPプログラムによって直接的に教育的また
は、職業的な進歩の恩恵を期待しているというより
も、外国の仕事仲間とうまく業務提携でき、コミュ
ニケーションをとることができるようになりたいと
思っていた。
　Cigan and Kordić（2013）は、ESPが一般の英語
能力に及ぼす影響を調査するために、一般の英語能
力テスト（語彙能力を測定する読解テストと文法テ
スト）を前期と後期の学期末に２回行った結果、２
回目のテスト結果の方がESPプログラムの成績と相
関が高かったことから、ESPプログラムが一般の英
語能力を向上させると述べている。
　以上２つの研究から、ESPは、職業のための特定
のコンテクストのもとでの英語使用に特化した英語
学習を提供しているにもかかわらず、学習者の道具
的動機づけのみならず統合的動機づけをあげたり、
ESPプログラムで取り上げる特定のコンテクストの
英語使用の能力だけでなく、一般の英語能力を向上
させることができると分かった。
　しかしながら、山田（2013）は、大学の薬剤師養
成課程の英語教育の基礎教育レベルにおいて、近年

「ESPの方法に限界が見えて来た」（p.41）と述べて
いる。その原因として、「職業場面での英語情報処
理能力としての『読む』『書く』力の養成だけではな
く、『聞く』『話す』力の養成がかつてない現実性を
帯びて求められるようになってきている」（p.40）こと、

「医療科学の情報は細分化した専門領域で刻々と発
展を遂げて」（p.41）いることに加えて「新入生の基
礎学力が年々低下し」（p.41）ていることをあげてい
る。そして、そのような刻々進展する「専門的な情
報をそのまま教材とする」（p.41）ESPの手法に難し
さがあるとし、これまでのESPプログラムの再検討
の必要性を議論している。

2.3　ESPとCLIL
2.3.1　社会情勢とESPの変遷
　社会情勢の変化とESPの変遷についてJendrych

（2013）をもとにまとめてみると以下のようになる。
　ESPが登場したときは、専門用語と言語の機能に
特化し、言語中心の教授法で専門分野の語彙と文法
を教えていた。学習者のニーズに対応するという画
期的な手法であったが、その後、コミュニケーショ
ン能力育成の必要性が高まり、ESPもコミュニケー
ション能力の向上を目標に掲げるようになってきた。
1990年代になると、欧州ではEUの発足とともに、
世界中でグローバル化が進み、ヨーロッパの各校種
では内容と言語を組み合わせて教えるCLIL（内容
言語統合型学習　Content and Language Integrated 
Learning）が普及していき、ESPにも20世紀末には
導入されるようになってきた。ESPにCLILコースを
設けることで、留学生に職業に必要なコミュニケー
ション・スキルを能動的な言語・スキル（active 
language skills）の練習に結びつけて組み込んでい
くことができるとされている。

2.3.2　CLIL
　ESPが、英語を外国語として学習する高等教育機
関において特定の科学分野や職業教育の英語能力
開発のために作られた教授法（Fortanet-Gómez & 
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Bellés-Fortuño, 2008；Tzoannopoulou, 2015；Yang, 
2016）に対し、CLILは、EUの言語政策のもとに登
場してきた、内容と言語の両方に焦点を当てた学習
法（Coyle, Hood & Marsh, 2010）である。渡部・
池田・和泉（2011）によれば、ESPとCLILの違いは、
前者が「語学力を計画的に高めるために、意図的に
目標、内容指導法、教材が選択され設計される」（p.１）
である一方、後者は「内容学習をしながら偶発的に
英語力の向上を期待する」（p.１）点にあると述べて
いる。
　CLILは「内容（Content）」「言語（Communication）」

「思考（Cognition）」「協学（Community）」の４つ
の構成要素からなり（Coyle, Hood & Marsh, 2010；
渡部・池田・和泉，2011）、これらを「有機的に結び
つけ」（渡部・池田・和泉，2011，p.５）て「高品質
の教育」（p. ５）の実現を図ろうとするものである。
また、CLILはカリキュラムやクラスの実態に合わせ
てバリエーションをつけることができる。渡部・池田・
和泉（2011，p.10）は、バリエーションとして以下を
あげている。
・ 授業の目的が、言語学習（Soft CLIL）か、内容

学習（Hard CLIL）であるか
・ 頻度や回数が、単発的・小数回（Light CLIL）か、

定期的・多数回（Heavy CLIL）であるか
・ CLILのタスクを取り入れる比率は、授業の一部
（Partial CLIL）か、授業の全体（Total CLIL）で
あるか

・ 使用する言語は、英語と日本語両方（Bilingual 
CLIL）か、英語のみ（Monolingual CLIL）であ
るか

　日本の小学校、中学校、高校で行われている
CLILは主に言語教育として取り入れられたり（Soft 
CLIL）、単発的あるいは小数回取り入れられたり

（Light CLIL）、授業の一部として取り入れられたり
（Partial CLIL）、授業中英語と日本語の両方を使用
したり（Bilingual CLIL）することが多い。

2.3.3　ESPにおけるCLIL
　CLILが学校教育に取り入れられるようになって
以来、これまでのESPプログラムにもCLILを取り
入れるべきかどうかの議論がある。Anthony（2018）
は、ESPの原理や特徴とCLILの学際的な本質が重
複していることから、ESPとCLILを教授法の競合
と見なすのではなく、CLILをESPの新しい型の実
践であると述べている。
　Liew & Khor（2014）は、CLILとESPは理論的
には異なるアプローチだが、ESPにおいて内容を度
外視することは難しく、また、学習者の言語能力を
高めるためにはテーマや内容を重要視するコースは
注目され高い評価を受けてきているので、言語中心
的な伝統的（traditional）ESPとは対象的に、最近
のESPは言語学習から職業的内容事項と職業的コ
ミュニケーションのための言語の両方を同時に学習
するように移行していると述べている。この点にお
いて、言語と内容を統合した統合型（integrated）
ESPはCLILと似ており、職業的内容事項に注目し
英語を媒体として学習するので、学習者は言語形式
への意識的な注目なしに、言語を暗示的に習得する
ことができる。結果として、内容学習が言語学習を
促進し言語習得が内容の理解を促進すると述べてい
る。
　Arnó-Macià & Mancho-Barés（2015）は、学習
者の英語力向上のために内容科目の教員と協力して
コースを作ることを推奨し、内容科目における言語
の統合やESP科目における内容の統合は、学際的な
コミュニケーションのニーズにおいて重要であると
述べている。
　以上のように、ESPは、言語中心学習から、内容
と言語の統合型学習、つまりCLILを取り入れ、学
習者の言語能力向上の探求のための変遷をたどって
いると言えよう。

2.4�　高等専門学校のESPにおけるCLILの導入の
研究

　飯島（2017）では、「工学系教育機関においては、
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専門知識や技術の習得とともに英語運用能力の重要
性も高く、昨今のグローバル化によりその必要性は
更に高まっている」（p.14）にもかかわらず、その教
育課程において「外国語や異文化理解のための科目
が少ない」（p.14）ことやインプット量の不足を補い
得るものとして、高等専門学校にCLILを導入し、
その可能性を調査した。
　ESP科目としてCLILを英語教師が英語で行った
授業では、学習効果として語彙の正解率が一番高く、
もっとも低いのは文法であった。また、質問紙調査
から「学生のCLIL授業への反応は好意的」（飯島，
2017, p.17）であり、「おおよその内容も理解できて
おり、本授業を楽しんだということが明らかになっ
た」（p.17）と報告している。しかしながら、「各学
科に関係するトピックを扱ったが、実際のところ、
学生が実際の専門科目で学んでいるような、高度に
専門的な内容ではな」（p.18）く、内容を豊富にした、
あるいはテーマに基づいた「EFL授業と見なされる
部分もある」（p.18）としている。しかしながら、
CLILには様々なバリエーションあってよいとする考
え方（Coyle, Hood & Marsh, 2010；渡部・池田・
和泉，2011）から見れば、英語教師が一人で行う
Soft CLILとして見なされると思われる。
　ESP科目においてSoft CLILを英語教師が行った
飯島（2017）の研究では、学生が授業の形態を好意
的に受け止め、内容をほぼ理解できていることから、
ESPプログラムにおけるCLILの導入は効果がある
と見なすことができるであろう。

2.5　リサーチクエスチョン
　Anthony（2018）、Liew & Khor（2014）、Arnó-
Macià & Mancho-Barés（2015）の研究より、職業
における英語教育として言語中心的な教授法として
生まれてきたESPは、社会の変化とともに、内容と
言語を統合させた学習法であるCLILを取り入れる
ことで、より効果的になってきている。飯島（2017）
では、ESP科目において英語教師が行ったSoft 
CLILの授業では、生徒の内容理解は十分であった。

　一方、鈴木（2007）や杉山・カレイラ（2011）から、
専門学校の学生は、職業の場で英語を使用すること
に関心や期待を持っているものの、カリキュラムが
専門科目で過密に組み込まれており、必修科目であ
るにもかかわらず英語に多くの時間を割くことがで
きない。これは、臨床工学技士養成専門学校でも同
様である。また、井桁によれば、臨床工学技士は日
常業務においては、英語を使用する機会はあまりな
く、機器の操作においても「基本動作が分かれば問
題な」く、外国人患者も英語話者とは限らないこと
から、日本国内で仕事に従事する限り、英語の必要
性をあまり感じることがないようである。
　しかしながら、鈴木（2007）や杉山・カレイラ（2011）
の専門学校生の質問紙調査の結果同様、臨床工学
技士養成専門学校の学生においても、将来職場で英
語を使用することを目標にしていたり、英語を使用
できるようになりたいという思いがあったりするので
はないだろうか。さらに、英語科目においても、将
来に生かせる英語学習を期待しているのではないだ
ろうか。
　本研究では、臨床工学技士養成専門学校の1年生
の英語必修科目にSoft CLILの授業を実施し、それ
を学生がどのように受け取るかを調査し、専門学校
におけるSoft CLILの導入の可能性について考察す
るため、以下のリサーチクエスチョンをおくこととす
る。
リサーチクエスチョン：
１．　 今後（将来）、英語を使う場面として、どのよ

うなことを想定しているのであろうか。
２．　 Soft CLILは参加者である学生に肯定的に受

け取られるであろうか。

３．本研究

3.1　本研究の目的
　臨床工学技士養成専門学校の１年生の必修英語
科目において、Soft CLILを用いて英語科目を行う
ことは、参加者である学生にどのように受け取られ
るかを調査し、専門学校で行われるべき英語の授業
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にSoft CLILの導入の可能性について考察すること
を目的とする。

3.2　参加者
　参加者は、臨床工学技士を養成する東京都内専
門学校昼間部の１年生30名である。高校卒業直後
に入学した学生がほとんどだが、高等専門学校卒業
した後、あるいは大学を中退して入学してきた学生
もいる。入学に当たって、英語の試験は課されてい
ない。英語学習については、全員が中学、高校で６
年間経験していることに加え、５名が小学４年生以
前から、18名の学生が小学５年生から経験している。
参加者が目指す臨床工学技士の資格は、３年間の専
門教育の後、国家試験に合格することで得られるが、
国家試験には英語の科目は課されていない。

3.3　実施した授業の内容
　実施した授業時間数は、前後期各15回、２コマず
つ10分の休憩時間を挟んで連続して行われ、年間
合計60コマ（90時間）である。前半の授業では、
一般的な英語のコミュニケーション活動を行う授業
を行った。使用したテキストは、『New Time to 
Communicate』（南雲堂）である。後半の授業では、

『Health Sciences』（三修社）をテキストとし、学生
の専門分野の一部となる内容を取り入れたSoft 
CLILの授業を行った。
　それぞれの授業の詳細は、前半の一般的な英語の
コミュニケーション活動を行う授業では、トピックご
とに、モデル会話を聞き取り、口頭練習した後、モ
デル会話の一部を自分のことに置き換えてペアで会
話を行った。さらに、そのトピックに関して50語程
度の文章を聞き取り、それを参考にそのトピックに
関して自分のことを作文し発表した。トピックは、
出身、普段の生活、余暇の過ごし方、授業、容貌・
性格の描写の仕方、週末の過ごし方、旅行、住んで
いる街等である。前期学期末には友達紹介を、後期
末には好きな映画、ゲーム、小説、アニメなどから
トピックを１つ選び発表した。

　後半の授業（Soft CLIL）では、使用するテキス
トにある12個のTopic（unitに相当）から、前期は
当該専門学校の生物担当教員の助言を得て、Topic
１[Diet and Exercise]、Topic ２[The Body and the 
Immune System]、Topic ３ [The Brain and the 
Nervous system]を取り上げた。後期は学生の希望
に沿って、Topic ４[The Use of Drugs]、Topic ８
[Genetic Variation]、Topic ９[Evolution]を取り上げ
た。テキストの各Topicは「Listen and Think」「Pair 
Work」「Reading」「Focus on Language」「Focus 
on Content」「Research」の項目からなるが、当該
授業では、「Reading」を中心に、適宜その前後に他
の項目を入れた。例えば、Topic１では、「Reading」
の前に、「Listen and Think」「Pair Work」を行い
各自が持つ既存の知識を活性化させ、「Reading」の
後に「Focus on Content」で自分自身の食生活を振
り返り、摂取した食物を栄養素別に分類、フードピ
ラミッドを参考に考察した。
　さらに、英語に触れる機会を増やすため「クロス
ワードクイズ」「英語クイズ」「Breaking News 
English」を前半後半どちらかの授業に、また、テキ
スト『Health Sciences』の内容理解を補うため、イ
ンターネットからの英語・日本語の関連記事を検索
する活動を後半の授業に取り入れた。協同的な作業
や活動を多く取り入れ、一人では理解が難しい英語
や内容も、各自が持つ知識や経験を共有することで、
英語や内容に関する気づきや理解を促し、一定の理
解に到達するようにした。

3.4　方法
　質問紙による調査を後期学期末テスト終了後に参
加者である30名に対し実施し、29名（男子20名、
女子９名）から回答を得た。調査の内容は、以下の
とおりである。
質問１． 今後（将来）、英語を使う場面として、どの

ようなことを想定していますか。
質問２． 今年度扱ったそれぞれの項目について「楽

しい」「少し楽しい」「少しつまらない」「つ
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まらない」から１つを選んでください。
　質問１には、自由記述で、質問２は、以下の項目
に「楽しい」「少し楽しい」「少しつまらない」「つま
らない」から選択し答えるようにした。
Ａ． テキスト『Time to Communicate』で取り上げ

た項目
　Ａ−１　会話のリスニング
　Ａ−２　ペアで会話練習
　Ａ−３　互いにインタビューする
　Ａ−４　会話を作成
　Ａ−５　まとまった英文のリスニング
　Ａ−６　トピックについての作文
　Ａ−７　トピックについての発表
　Ａ−８　文法についての説明
Ｂ． テ キ スト『Health Sciences』で 取り上 げ た

「Reading」の項目
　Ｂ−１　メタボリックシンドローム
　Ｂ−２　免疫系について
　Ｂ−３　神経系の働きについて
　Ｂ−４　薬
　Ｂ−５　遺伝
　Ｂ−６　進化
Ｃ． 小活動１　英語に触れる機会を増やすための項

目
　Ｃ−１　クロスワードパズル
　Ｃ−２　英語クイズ
　Ｃ−３　Breaking News English
Ｄ． 小活動２　テキスト『Health Sciences』の内容

理解のための関連記事を検索する活動項目
　Ｄ−１　ことわざ
　Ｄ−２　food pyramid
　Ｄ−３　alcohol tobacco
　Ｄ−４　周期表, 元素
　Ｄ−６　Punnett squares
　Ｄ−７　自然選択と動物

3.5　結果
3.5.1　英語を使う想定場面
　質問１「今後（将来）、英語を使う場面として、ど
のようなことを想定していますか」について分析し
た結果、仕事に関する記述が最も多く22名（76％）、
次いで私生活に関する記述が13名（45%）、最後に
一般に関する記述が３名（10%）あった。
　また、それぞれの記述には以下の記述が含まれて
いた。（表１）

表１　記述の種類と記述
種類 記述 人数 rate

仕 事 に 関 す
る記述

外国人の患者との会話 9 31%
機器の操作・説明書を読む 7 24%
英語の論文を読む／書く 6 21%
学会発表／プレゼンテー
ション 2 7%

私 生 活 に 関
する記述

外国人と話す 8 28%
海外に行く 6 21%

一 般 に 関 す
る記述

留学したとき 2 7%
英文を読む 1 3%

　「仕事に関する記述」では、１位と２位が、勤務
する病院内で想定される「外国人の患者との会話」

（９名、31％）と「機器の操作・説明書を読む」（７名、
24％）であった。３位と４位は研究の場で想定され
る「英語の論文を読む／書く」（６名、21％）と「学
会発表／プレゼンテーション」（２名、７％）であった。
　「私生活に関する記述」は、「外国人と話す」（８名、
28％）と「海外に行く」（６名、21％）であり、特定
の場を想定したものではない。「一般に関する記述」
でも、私生活に関する記述と同様に、「留学したとき」

（２名、７％）と「英文を読む」（１名、３％）で、特
定の場を想定したものではない。
　さらに、各学生がどの種類の記述をしたかを調査
した結果、以下のようになった。（表２）

　参加者である学生の過半数は、「仕事に関する記
述のみ」であった（15名、52％）。次いで７名（24％）
が、「仕事に関する記述と私生活に関する記述」の
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両方を記述していた。３位は「私生活に関する記述
のみ」で３名（10％）であった。「一般に関する記述
のみ」「仕事に関する記述と私生活に関する記述と
一般に関する記述の全て」「私生活と一般に関する
記述」は、各１名（３％）であった。つまり、過半
数の学生は、将来、英語は仕事でのみ使うと思って
いるようである。

3.5.2　授業で行った項目
　質問２「今年度扱ったそれぞれの項目について『楽
しい』『少し楽しい』『少しつまらない』『つまらない』
から１つを選んでください」について分析した結果、
選択肢（楽しい、少し楽しい、少しつまらない、つ
まらない）のうち、各項目の「楽しい」の獲得数を
順に並べると以下の通りになる。（表３）

表３　楽しい項目
順位 種類 項目 人数 rate
１ B-4 薬 9 31%

２
B-2 免疫系について 6 21%
B-5 遺伝 6 21%
B-6 進化 6 21%

３ A-2 ペアで会話練習 5 17%

４

B-1 メタボリックシンドローム 4 14%
B-3 神経系の働きについて 4 14%
A-1 会話のリスニング 4 14%
C-1 クロスワードパズル 4 14%
C-2 英語クイズ 4 14%
D-6 自然選択と動物 4 14%

５

A-3 互いにインタビューする 3 10%
A-4 会話を作成 3 10%
A-5 まとまった英文のリスニング 3 10%
A-7 トピックについての発表 3 10%

５ D-3 alcohol tobacco 3 10%

６

A-6 トピックについての作文 2 7%
A-8 文法についての説明 2 7%
D-1 ことわざ 2 7%
D-4 周期表, 元素 2 7%
D-5 Punnett squares 2 7%

７
C-3 Breaking News English 1 3%
D-2 food pyramid 1 3%

　「楽しい」の獲得数の１位２位を占めている４項目
は、全てSoft CLILを用いた「リーディング」である。
最下位は、小活動１（Breaking News English）と
小活動２（food pyramid）であった。
　さらに、選択肢（つまらない、少しつまらない、
少し楽しい、楽しい）のうち、各項目の「楽しい」「少
し楽しい」の獲得数の合計を順に並べると以下の通
りになる。（表４）

表４　楽しい・少し楽しい項目
順位 種類 項目 人数 rate

１

B-2 免疫系について 17 59%
B-4 神経系の働きについて 17 59%
B-4 薬 17 59%
B-5 遺伝 17 59%
B-6 進化 17 59%

２ B-1 メタボリックシンドローム 16 55%

３
A-4 会話を作成 14 48%
C-2 英語クイズ 14 48%

４

A-3 互いにインタビューする 12 41%
A-5 まとまった英文のリスニング 12 41%
C-1 クロスワードパズル 12 41%
C-3 Breaking News English 12 41%

５
A-1 会話のリスニング 11 38%
D-1 ことわざ 11 38%

６ A-2 ペアで会話練習 10 34%

７
A-7 トピックについての発表 9 31%
D-3 alcohol tobacco 9 31%

８
A-8 文法についての説明 8 28%
D-6 自然選択と動物 8 28%

９
A-6 トピックについての作文 7 24%
D-4 周期表, 元素 7 24%
D-5 Punnett squares 7 24%

10 D-2 food pyramid 6 21%

表２　記述の組み合わせ
記述の組み合わせ 人数 rate

仕事に関する記述のみ 15 52%
仕事に関する記述と私生活に関する記述 7 24%
私生活に関する記述のみ 3 10%
一般に関する記述のみ 1 3%
仕事に関する記述と私生活に関する記述
と一般に関する記述の全て 1 3%

私生活に関する記述と一般に関する記述 1 3%
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　「楽しい」「少し楽しい」の獲得数の１位と第２位
の６項目は、全てCLILに関するテーマであり過半数
を獲得していた。最下位は、「楽しい」の順位同様、
小活動２（food pyramid）であった。

3.6　考察
3.6.1�　リサーチクエスチョン１「今後（将来）、英

語を使う場面として、どのようなことを想定し
ているのであろうか」

　リサーチクエスチョン１「今後（将来）、英語を使
う場面として、どのようなことを想定しているのであ
ろうか」を明らかにするために、質問１「今後（将来）、
英語を使う場面として、どのようなことを想定して
いますか」について分析した結果、７割以上の学生
が仕事に関する記述をしており、その中でも、将来
の勤務地である病院内で想定される「外国人の患者
との会話」と「機器の操作・説明書を読む」が上位
を占めていた。このことから、学生の多くは英語の
必要性は仕事場にあると思っていることが分かる。
これは、鈴木（2007）や杉山・カレイラ（2011）のニー
ズ分析と一致する。また、記述の組み合わせでは、
過半数の学生が仕事に関することのみを記述してお
り、他の組み合わせを大きく引き離していた。しか
しながら、杉山・カレイラ（2011）同様、参加者で
ある学生は１年生であったので、あまり具体的な場
面を想定した記述ではなかった。また、日本国内で
学校中心に生活してきた参加者にとっては、英語の
必要性について私生活などの面で想定することは難
しかったことを示していると思われる。
　これらのことから臨床工学技士の専門学校におい
ても、鈴木（2007）の助産師養成コース、杉山・カ
レイラ（2011）の看護短期大学と同様に、専門領域
を視野に入れた英語教育が、学生のニーズに合って
いると言えよう。

3.6.2�　リサーチクエスチョン２「Soft�CLILは参加
者である学生に肯定的に受け取られるであろう
か」

　リサーチクエスチョン２「Soft CLILは参加者で
ある学生に肯定的に受け取られるであろうか」を明
らかにするために、質問２「今年度扱ったそれぞれ
の項目について『楽しい』『少し楽しい』『少しつま
らない』『つまらない』から１つを選んでください」
について分析した結果、専門領域をトピックとした
CLILのテキストのうち「Reading」が「楽しい」と
して挙げている学生が多くいた。特に、「楽しい」「少
し楽しい」の獲得数では、Soft CLILで用いたテキ
ストの「リーディング」６つのうち５つが第１位を占
め、獲得数も学生数の過半数であったことから、概
して学生はSoft CLILのリーディングを楽しみ、肯
定的に受け止めたのだと分かる。これは、飯島（2017）
のESP科目にCLILを英語教師が導入したときの結
果と一致している。しかしながら、「楽しい項目」「楽
しい・少し楽しい項目」の中で、小活動２テキスト

『Health Sciences』の内容理解のための関連記事を
検索する活動項目６つのうちほとんどが、最下位、
あるいは最下位から２位に入っており、CLILの要素
４つのうち「思考（Cognition）」、「協学（Community）」
などについては、楽しめてはいないと思われる。こ
れは、飯島（2017）の実践同様、内容が豊富なEFL
授業を脱しえていないからだと思われる。つまり、
担当が英語教員であったために、教員の内容理解の
限界が、授業における学生の思考や協学を引き起こ
すまでに至ることができないからなのではないだろ
うか。
　以上のことから、臨床工学技士の専門学校の英語
科目において、英語教員がSoft CLILをすることは、
内容教育よりも言語教育に偏ってしまう傾向は否め
ないものの、学生たちは内容に惹かれて英語を読む
ことを面白いと思うので、できるだけ、学生の専門
領域を考慮した教材を選ぶことが肝要となってくる
と思われる。また、担当する英語教員は、内容につ
いて内容科目の教員と話し合い、授業の作り方を工
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夫することで、さらに学生の興味を増す授業を作る
ことができるのではないだろうか。

４．まとめ

　専門学校では、ESPが取り入れられるようになっ
て久しい。ESPは社会の変化に伴い、言語教育と内
容教育を組み合わせたCLILを取り入れ、強化され
てきた。本研究では、臨床工学技士の専門学校の１
年生が英語をどのような場面で将来使用すると想定
しているのか、また、英語科目にSoft CLILを導入
することがどのように受け止められるかを調査した。
その結果、多くの学生が、仕事で英語を使用すると
想定していることと、言語教育にやや重きは置くも
のの、専門領域の内容を扱ったSoft CLILは、学生
たちに肯定的に受け入れられていたことが分かっ
た。学生の英語学習への期待が仕事場での使用で
あることを踏まえ、今後、さらに、CLILの要素であ
る「思考」「協学」をも取り入れ、学生の英語力の
向上につながるように授業を工夫することで、CLIL
は専門学校の英語の科目に根付くであろうと期待さ
れる。
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