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Abstract: This paper presents “COOLL” (COllaborative Open Language Learning), a collaborative
development system for English curricula using Web content. It is crucial for high-level university
students to master the use of English in core content classes as well as English as a language form.
Content-based instruction seems to be an effective method of combining language and content learning.
“COOLL” was developed as a system to provide authentic material based on content-based instruction.
One of characteristics of “COOLL” is a compilation of links to a variety of English sources. In addition,
content specialists and EFL experts have worked together to add subtitles to source materials and make
practice exercises related to them. Not only faculty members but also those who register for the system
can put in links and write reviews about each source on “COOLL,” thus enhancing the quality of the
material through the collective intelligence of a community of users. In this way, “COOLL” allows
students to gain knowledge in a specialized field and develop their linguistic ability at the same time.
Keywords: English education, content-based instruction, collaborative learning, Web content, collective
intelligence
1.

はじめに

録やその評価（レビュー）は教員だけではなく学生

津田塾大学では，専門課程における内容重視の英

や一般ユーザにも開放し，集合知を利用して質や量

語教育を実現するために，各専門分野の具体的な内

を強化できるようにしている．さらに，レビューを

容について海外の動画等を活用して学ぶ e-learning

通じて専門課程の英語教材として優れていると判断

システム COOLL(Collaborative Open Language

されたものについては字幕や設問を付し，より学び

Learning)を開発し，運用中である．

やすい形で公開される．本報告では，この研究の背

大学の専門課程では，1) 読む，2) 書く，3) 話
す，4) 聴くの４つのスキルに重点を置いたスキル重

景や本システムの設計方針と機能並びに今後の展望
や課題について述べる．

視の英語教育に加え，英語学習を通して専門分野に
ついても理解を深める，内容重視の英語教育が求め

2.

内容重視の英語教育の実現

られる．従って，内容重視の英語教育の教材作成で

今日，テクノロジーの発達に伴い様々な分野でグ

は，1) 内容が専門分野と関わっていること，2) 様々

ローバル化が進み，英語は広域にわたるコミュニケ

な形式の授業ができることの２条件を満たしている

ーションの補助言語となった．英語の学習環境も，

ことが適切と言える．その点で，COOLL は Web 上

通信手段の発達により海外の英語動画が自宅で容易

に公開されている動画等を内容重視の英語教育に効

に見られたり，海外在住者と頻繁にメールを交わせ

率よく活用でき，実際の教材は専門分野と英語教育

たりするなど，従来の学習環境と大きく変わり，英

の専門家が協調しながら開発している．動画等の登

語の使用機会が即時性を帯びてきている．このよう
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な変化を踏まえて最近特に注目されているのが，学
校の教科内容を第二言語で教授するイマージョン教
育である．イマージョン教育の考え方は，学習の初
期段階から学習者が学ぼうとする教科内容を目標言
語で扱うことにより，内容重視でスキルを伸ばすと
いう効率のよい言語習得の考え方である．この教授
法の効果が多数報告され [1][2]，今や世界の各地で外
国語学習に大きな影響を与えてきている．
イマージョン教育を日本で行うには社会環境，人
材の面で障壁が高い．しかし，オンライン上ではア
メリカの有力大学である MIT やスタンフォード大

図 1 協調作業による教材作成

学等がオープンコースウエアを提供しており，ネッ
ト環境が整っていれば，日本の教室内外で質の高い

るには，専門分野の教員と英語教育の専門家の協調

専門分野の講義を無料で享受できる．オープンコー

が重要であると考え，COOLL（COllaborative Open

スウエア以外にもオンライン上には専門内容を英語

Language Learning）という，Web 上のコンテンツ

で学べる Web コンテンツが多数あり，これらの Web

を素材化，教材化するシステムを開発した（図 1）．

コンテンツを効率よく取り入れることで，質の高い

Collaborative の部分には，専門分野，英語教育関係

イマジージョン教育の環境を比較的容易に整備でき

者，学生たちが協調してシステムを充実させ，また

ることになる．

Open の部分には，オンラインビデオなどのオープ

津田塾大学には，英文学科，国際関係学科，数学

ンな Web 上のコンテンツとオープンソースソフト

科，情報科学科が設置され，専門課程に進む３，４

ウェアを利用するという意味が込められている．

年生時に理系・社会系・文系の各専門領域から，情

Brinton ら(1989)は，内容重視の教育は学習者中心

報科学，多文化・国際協力，メディアスタディーズ

アプローチであり，トピックを選定する際には学習

の３分野を選択することができる教育課程を施行し

者のニーズを分析する必要があると主張している [3]．

ている．このカリキュラムには専門分野の知識技術

その点で，COOLL に収録しているコンテンツは教

と英語コミュニケーション能力を同時に身につけさ

師だけではなく学生の興味・関心にも基づいており，

せる目標があり，換言すれば，内容重視の英語教育

相互に利用し合えるという特徴を持っている．

の充実が使命とも言える．本研究では，本学内の内
容重視の英語教育カリキュラムを確立し，さらに他
の専門分野へ応用することを目標に，オンライン上

4.

COOLL の設計方針

COOLL は次の３つの方針で設計されている．

の海外の Web コンテンツを集約し，専門内容を英語

a) オープンソースソフトウェアの利用

で効率よく学べるシステムの開発を目指した．

b) オープンコンテンツの利用
c) 多様で，幅広いユーザ参加

3.

e-learning システム COOLL の協調開発

a)については，標準的なオープンソース環境である

内容重視の英語教育の教材に求められる条件は，

LAMP（Linux，Apache，MySQL，PHP）で実装

内容が専門分野と関わっている，学生の英語のレベ

し，練習問題は，Moodle を利用して提供した．b)

ルに合わせて様々な形式の授業が展開できる，の 2

では，教育利用が可能な Web コンテンツを積極的に

点と考えられる．そのような条件に合った教材を作

活用し，多様な教材を柔軟に講義等に利用しやすい

ように準備した． c)は，できるだけ多くのユーザが
参加し協調することで，COOLL に登録される Web
コンテンツの質と量の強化を図った．
5.
5.1

COOLL の機能

素材と教材

COOLL では，COOLL 内のコンテンツを素材
(source material)と教材(annotated material)の２
つに大きく分類している（図 2）．
素材とは，Web 上に公開されている英語圏で実際

図 2 素材（中カラム）と教材（右カラム）

に利用されている authentic なビデオ，音声，テキ
ストなどへのリンクで，任意のユーザの素材登録が
可能であり，ソーシャルブックマークとしての機能
も果たしている．素材ページには，当該のコンテン
ツの内容の説明，素材元の URL，関連する教材や練
習問題へのリンク，カテゴリや科目・トピックの情
報，タグ，コンテンツに対するレビュー（評価）の
情報を掲載している（図 3）．
一方，教材とは，素材を利用して作成した英語学
習支援教材（素材に字幕，スクリプト，練習問題な
どを付けて加工したもの）を指す．素材の中から，
ユーザのレビュー等を参考にして専門課程の英語教
材としてふさわしいと判断されたものが教材化され

図 3 素材ページ

る．教材ページでは，該当するコンテンツの内容の
説明，素材ページへのリンク，練習問題があれば，
練習問題へのリンクがついている（現在，練習問題
は，津田塾大学内のみの運用に限定している）．教材
の映像には，リスニング理解度に応じて学習できる
ように字幕がついており，学習者が字幕の有無を選
択でき，また繰り返し利用することが可能である（図
4）．
5.2

集合知の利用

集合知の構築を成功させるには，
「公開」，
「連鎖」，

図 4 教材ページ

「選別」，
「評価」の４ステップを満たす必要がある
と考えられている[4]．
「公開」とは原則的に情報はす

クさせたりして，情報や知識間のつながりを増やす

べて公開すること，
「連鎖」とは公開された情報や知

こと，
「選別」とは連鎖によって追加された情報に対

識に対して，参加者が引用したり，参考情報をリン

して，価値を計算し重要度を判定すること，
「評価」

7.

とは選別によって評価された情報や知識を用途に応
じて，優先順位をつけてグループ化し，参加者に提

おわりに

COOLL は内容重視の英語教育の実現を狙いとし

示することで，その価値を評価することである[4][5]．

た集合知を活用した e-learning システムであり，本

COOLL でも，この「公開」，「連鎖」，
「選別」，
「評

報告では，開発の背景，COOLL の機能を中心に述

価」という４ステップの流れを実現している．
「連鎖」

べた． 今後は，内容重視の英語教育に基づいた授業

については，2010 年度 10 月の学外公開に伴い，タ

での COOLL の効果的な利用，多くのユーザの獲得

グ機能が追加され，一般ユーザが素材に対して自由

を目標に，さらなる COOLL の充実を目指していき

にタグを付け分類できるようになった．タグの示し

たい．多くのユーザを獲得するには，COOLL 内の

方については，タグクラウドの技術を用いて集合知

素材，教材の充実，COOLL のユーザビリティの強

の視覚化を強化している．
「選別」及び「評価」につ

化が課題である．具体的には，各専門分野に該当す

いては，素材の評価（レビュー）を「英語の難易度」，

る素材の収集，教材の開発強化，素材・教材の推薦

「興味度」
，「内容の専門性」の観点でユーザに開放

機能の自動化等が挙げられる．教材の開発に関して

している．これにより，レビューを参考にして学習

は，作業効率を考慮し自動化生成を視野に入れてい

者のレベルや専門性に合った素材を選択したり，教

る．

材化したりすることが可能である．今後は，さらに

COOLL は，collaborative と open がキーであり，

この４ステップを強化すべく，学習者の使用履歴に

多くのユーザが参加することで，質と量が強化され

応じて，素材・教材を推薦する自動機能について検

る仕組みである．今後も授業や自学習で多くのユー

討を図っていきたい．

ザに利用してもらい，フィードバックを得て，
COOLL の改良を重ね，内容重視の英語教育の充実

6.

COOLL の利用状況

に寄与していきたい．

COOLL は，2008 年度に実装を開始し，2009 年
度から津田塾大学内で運用を行い，本学内のいくつ
かの講義科目において利用された．2010 年度も前年
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展開を推し進めている．2010 年 7 月現在のユーザ
数は約 400 人，登録素材数は約 550，教材数は約 80
に上っている．また， 2010 年 10 月には，学外に
公開し，時間・場所の制約なく世界中からアクセス
できるようになった．COOLL にユーザ登録すると，
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可能になる．2010 年 7 月現在に学外公開されてい
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