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Ⅰ調査研究の概要と構成

１．調査研究の目的

茨木市教育委員会では、平成 26 年度より第３次学力・体力向上３カ年計画として、「茨

木っ子ジャンプアッププラン 28」に取り組んでおり、28 の施策事業を実施している。その

中にある「保幼小中連携を推進する事業」について、今回の調査研究のテーマとして取り

上げる。

中学校ブロックごとに保幼小中連携を進めていくのだが、はじめからスムーズに進める

ことは難しい。そこで、今年度は、保幼小中連携について、特に小中連携にスポットを当て、

児童･生徒へアンケートを実施し、その結果から小学生の意識、中学生の意識の変化を数値化し、

その関係を調べて小中連携に役立てるポイントを明らかにしていくことを目的とした。

２．調査の内容

小学校において新学習指導要領が全面実施され、第 5・第 6 学年で年間 35 単位時間の「外

国語活動」が必修化され、小学校の外国語活動の実践を重ねるにつれ、中学校とのつなが

りもさらに盛んになってきている。小学校で学んだことが中学校にどのようにつながって

いくか、また小学校間の取組の違いが中学校にどのような影響を及ぼしているか常に議論

されているところである。

そこで、「小学校外国語活動と中学校英語科のギャップ」に着目し、小中接続の課題を

糸口にして、今後の小中連携の英語教育の在り方を探っていくこととし、小学校６年生と

中学校１年生に対する意識調査を行った。

３．調査の実施

（１）調査の対象 ※平成２６年度

（２）調査の方法

①各学校に配布し、質問紙による集合調査を行った。

②各設問の該当する選択肢を、番号で回答するようにした。

③回収については、各学校でまとめ、教育センターが回収した。

（３）調査の実施時期

●各学校への調査用紙の配布・・・・・・・・・・平成２６年９月２５日（木）

●各学校での実施日・・・・平成２６年９月２６日（金）～１０月１５日（水）

●教育センターの回収日・・・・・・・・・・・平成２６年１０月１６日（木）

小・中学校 校数 配布数 有効数 回答率 茨木市内全体数※

小学校 3 校 314 279 88.8 2703

中学校 1 校 229 212 92.5 2480
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Ⅱ設問の設定

１．設定の目的

「小学校外国語活動と中学校英語科のギャップ」を見ていくために設問内容として

以下の項目を設定した。

小学校 6年生

①「はい」「いいえ」の 2択が 8問

②平日の家庭での学習時間

③休日の家庭学習時間

④学校の外で英語に触れる機会について

⑤英語で出来るようになりたい、やってみたいこと

⑥「そう思う」・「どちらでもない」・「思わない」の 3 択が 20 問

⑦外国語を習うことについての自由記述

中学校 1 年生

①「はい」「いいえ」の 2択が 8問

②平日の家庭での学習時間

③休日の家庭学習時間

④英語で出来るようになりたい、やってみたいこと

⑤「そう思う」・「どちらでもない」・「思わない」の 3 択が 13 問

⑥小学校の外国語活動に関して 2 項目。内 1 項目は 2 択が６問

⑦今、英語で苦手と感じたり、やりたくないことについて

⑧英語の学習についての自由記述

２．設問一覧

小学校

1 家の人と学校での出来事を話しますか？

2 家の人に勉強を見てもらうことがありますか？

3 朝ごはんを食べて、学校に来ていますか？

4 学習塾に通っていますか？

5 いばらきっ子スタディ（e-learning）は利用したことありますか？

6 外国に行ったことはありますか。

7 私立の中学校へ行く予定をしていますか？もしくは行きたいですか？

8 勉強が好きですか？

9 平日に家では何時間ぐらい勉強していますか？

10 さっきの続きです。休みの日に家では何時間ぐらい勉強していますか？

11 学校の外で英語をみたり聞いたりすることがありますか？あてはまる○を塗りつぶして

ください。（たくさん選んでもよい）
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12 英語で出来るようになりたい、やってみたいことの○を塗りつぶしてください。（たく

さん選んでもよい）

13 英語活動が好きだ

14 英語活動で、先生の言うことがだいたいわかる。

15 英語活動で、外国人先生の話す英語を聞くのが好きだ。

16 英語活動で、ゲームやクイズをすることが好きだ。

17 英語の歌を聞くことが好きだ。

18 友達と英語で会話が出来たときは楽しかった

19 英語活動では、読むことが好きだ。

20 英語活動では、書くことが好きだ。

21 英語活動では、話すことが好きだ。

22 英語活動では、聞くことが好きだ。

23 英語活動は難しいと思う。

24 英語活動はつまらないと思う。

25 英語活動は役に立たないと思う。

26 友達と英語で話をするのが恥ずかしかった

27 英語であいさつが出来た。

28 習った英語で話したりするのが楽しい、話してみたい。

29 外国人先生の授業は楽しい。

30 インターネットを通じて海外の人と話してみたい、もしくは今している。

31 黒板よりも、教室のテレビで勉強すると楽しい。

32 もっと英語活動の時間があった方がいい。

33 外国語を習うことについて、感じていることを何でも書いてください。

中学校

1 家の人と学校での出来事を話しますか？

2 家の人に勉強を見てもらうことがありますか？

3 朝ごはんを食べて、学校に来ていますか？

4 学習塾に通っていますか？

5 いばらきっ子スタディ（e-learning）は利用したことありますか？

6 海外に行ったことはありますか。

7 勉強をするのは、テストでいい点を取るためでしょうか？

8 勉強をするのは、家族や先生にほめられたいからでしょうか？

9 平日に家では何時間ぐらい勉強していますか？

10 先の質問の続きです。休みの日に家では何時間ぐらい勉強していますか？

11 英語で出来るようになりたい、やってみたいと思うことを選んで塗りつぶしてください。
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（いくつ選んでも良い）

12 英語科が好きだ。

13 英語科の授業はだいたい理解出来ていると思う。

14 英語科では、読むことが好きだ。

15 英語科では、書くことが好きだ。

16 英語科では、話すことが好きだ。

17 英語科では、聞くことが好きだ。

18 英語科の外国人先生 の話す英語を聞くことが好きだ。

19 間違いを気にせず、出来るだけ英語で話したり、書いたりする努力をしている。

20 外国の人と話す機会があれば、できるだけ英語を使おうと思う、もしくはしている。

21 外国の文化や外国の人の考え方を理解したい。

22 将来、大人になってから英語が必要になると思う。

23 英語が出来たら格好いい。

24 英語は授業があるから仕方なくやっている。

25 小学校の外国語活動を思い出してください。あてはまるものを塗りつぶしてください。

（いくつ選んでもよい）

26 小学校での外国語活動を思い出して下さい。小学校で習ったことでよかったと思えるこ

とはなんですか。役に立っていると思う、役に立っていないと思うの 2 つから選んで

ください。

・アルファベットを読むこと。

・アルファベットを書くこと。

・英語を聞くこと。

・英語の歌やゲーム。

・外国の人と接すること。

・英語を話すこと。

27 今、英語で苦手と感じたり、やりたくないことであてはまるものをすべて選んでくださ

い。（いくつ選んでもよい）

28 英語の授業について、感じていることを書いてください。
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Ⅳアンケート結果から見えてきたもの

実施したアンケートの結果から見えてきた傾向について設問ごとに以下に示す。

小学校

1 家の人と学校での出来事を話しますか？

８割の児童が、はいと答えており、６年生でも多くの児童が学校での出来事に関して保護者等と話をしている。

2 家の人に勉強を見てもらうことがありますか？

７割の児童が、はいと答えており、勉強をする上で保護者に見てもらっている児童が多い。

3 朝ごはんを食べて、学校に来ていますか？

９割の児童が、はいと答えており、この項目では、どの学校の児童も９割を超え、朝食を食べることは定着している。
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4 学習塾に通っていますか？

５割の児童が、はいと答えており、約半数の児童が塾に通い学習をしている。

5 いばらきっ子スタディ（e-learning）は利用したことありますか？

２割の児童が、はいと答えており、一定の利用が見られる。

6 外国に行ったことはありますか。

２割の児童が、はいと答えており、外国の文化や言葉に直接触れる機会を持つ児童が少なからずいる。

7 私立の中学校へ行く予定をしていますか？もしくは行きたいですか？
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１割の児童が、はいと答えており、私立に進学を考えている児童は少なからずいる。

8 勉強が好きですか？

４割の児童が、はいと答えており、勉強が好きではないと考えている児童が半数以上いた。

9 平日に家では何時間ぐらい勉強していますか？

もっとも多かったのが、「３０分から１時間まで」で３割、次いで、「３０分まで」と「１時間から１時間半まで」が１割強と並ぶ。学

習時間としては、６割以上の児童が、平日、３０分から１時間半の間で学習をしている。

10 さっきの続きです。休みの日に家では何時間ぐらい勉強していますか？

もっとも多かったのが、「３０分まで」２割、次いで、「３０分から１時間まで」が２割、「していない」が１割強と続く。平日と比較

すると、「していない」が増加しているように全体的に学習時間が減少しており、休日には、学習に時間をかけない傾向が

ある。
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11 学校の外で英語をみたり聞いたりすることがありますか？あてはまる○を塗りつぶしてください。（たくさん

選んでもよい）

「テレビ、映画」が、特に多く、様々な内容が取り上げられているため、児童が興味・関心から英語に触れる機会をつくって

いる。ただし、どのような内容のものを見ているかまでは、今回のアンケートではわからない。

12 英語で出来るようになりたい、やってみたいことの○を塗りつぶしてください。（たくさん選んでもよい）

「英語で会話してみたい」・「外国に行く」を選択する児童が多く、英語を使う状況への抵抗は少ない。

13 次の質問に「そう思う」・「どちらでもない」・「思わない」の 3 つから選んでください。

小学校全部の合計 そう思う どちらでもない 思わない

英語であいさつが出来た。 202 55 11

英語活動で、ゲームやクイズをすることが好きだ。 172 78 25

外国人先生の授業は楽しい。 158 88 21

英語活動で、先生の言うことがだいたいわかる。 134 100 38

英語の歌を聞くことが好きだ。 133 110 30

英語活動が好きだ 129 109 37

黒板よりも、教室のテレビで勉強すると楽しい。 125 112 34

英語活動では、聞くことが好きだ。 122 109 39

習った英語で話したりするのが楽しい、話してみたい。 122 115 34

もっと英語活動の時間があった方がいい。 119 104 49
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英語活動は難しいと思う。 114 96 61

英語活動では、話すことが好きだ。 102 113 54

友達と英語で会話が出来たときは楽しかった 98 127 48

英語活動では、書くことが好きだ。 97 117 59

英語活動で、外国人先生の話す英語を聞くのが好きだ。 95 144 32

英語活動では、読むことが好きだ。 92 118 66

インターネットを通じて海外の人と話してみたい、もしくは今している。62 73 134

友達と英語で話をするのが恥ずかしかった 49 127 95

英語活動はつまらないと思う。 28 90 152

英語活動は役に立たないと思う。 15 40 215

「英語であいさつが出来た」の質問では、「そう思う」を選択する児童が多く、出来た感覚をつかんでいるようだ。次いで、

「英語活動で、ゲームやクイズをすることが好きだ」、「外国人先生の授業は楽しい」の選択が続く。一方、「英語活動は役

に立たないと思う」、「英語活動はつまらない」の選択には、「そう思わない」を選択する児童がほとんどであり、英語を学ぶ

ことには、好意的にとらえ、その必要性も感じている。

33 外国語を習うことについて、感じていることを何でも書いてください。

（自由記述）

中学校

1 家の人と学校での出来事を話しますか？

８割の生徒が、はいと答えており、中学校 1年生でも家の人と出来事を話す習慣は残っている

2 家の人に勉強を見てもらうことがありますか？

７割の生徒が、はいと答えており、このあとの結果でも出てくるが、中学校では、塾へ行く生徒が増加している。しかし、ま

だ、保護者等に学習を見てもらうことがあるようだ。
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3 朝ごはんを食べて、学校に来ていますか？

９割の生徒が、はいと答えており、小学校でついた習慣は、中学校でも残っているようだ。

4 学習塾に通っていますか？

６割の生徒が、はいと答えており、小学校に比べ、塾に通う生徒の数は増加している。

5 いばらきっ子スタディ（e-learning）は利用したことありますか？

４割の生徒が、はいと答えており、小学校に比べ利用者数が増えている。

6 海外に行ったことはありますか。

３割の生徒が、はいと答えており、小学校同様、外国の文化や言葉に直接触れる機会を持つ生徒はあるようだ。
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7 勉強をするのは、テストでいい点を取るためでしょうか？

６割の生徒が、はいと答えており、中学校では、テストに対して「いい点を取る必要がある」という意識が上がるためだと考

えられる。

8 勉強をするのは、家族や先生にほめられたいからでしょうか？

１割の生徒が、はいと答えており、勉強について、ほめられたい意識よりテストでいい点を取りたい意識の方が強く出た。

9 平日に家では何時間ぐらい勉強していますか？

最も多かったのが、「３０分から１時間」が3割、次いで、「１時間以上１時間半まで」が2割、「１時間半以上２時間まで」1割

強と続く。学習時間としては、７割近くの生徒が、平日、３０分から２時間の間で学習をしている。
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10 先の質問の続きです。休みの日に家では何時間ぐらい勉強していますか？

最も多かったのが「３０分から１時間」が2割、次いで「１時間以上１時間半まで」、「２時間以上」が１割強と続く。平日と比較

して、「２時間以上」の選択をする生徒の割合が大きく増えているように学習時間が増加している。休日になると学習に時

間をかける傾向があるようだ。

11 英語で出来るようになりたい、やってみたいと思うことを選んで塗りつぶしてください。（いくつ選んでも良

い）

「英語で話す」・「外国に行く」を選択する生徒が多く、英語を使う状況への抵抗は少ない。選択された項目の上位は、小

学校と変わりらないが、「英語の歌を聴きたい」が増加している。

12 そう思う・どちらでもない・思わないから一つ選んでください。
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「そう思う」を選んだ質問で、「将来、大人になってから英語が必要になると思う」が一番多く、次に、「英語が

出来たら格好いい」が続く。一方で、「そう思わない」を選んだ質問で、「英語は授業があるから仕方なくやっ

ている」が一番多く、「英語科では、読むことが好きだ」、「英語は書くことが好きだ」が続く。これらから、

生徒の多くは、英語の学習の必要性を感じているものの英語に対して「読むこと」・「書くこと」に抵抗を感じ

ているようだ。

25 小学校の外国語活動を思い出してください。あてはまるものを塗りつぶしてください。（いくつ選んでもよい）

「小学校の英語活動は友達と一緒に楽しめたと思う」が一番多く、次いで、「小学校の外国語活動はテストがなかったので

良かったと思う」を選択している。

26 小学校での外国語活動を思い出して下さい。小学校で習ったことでよかったと思えることはなんですか。役

に立っていると思う、役に立っていないと思うの 2 つから選んでください。

「役に立っていると思う」

「アルファベットを書くこと」、「アルファベットを読むこと」が多く選ばれており、アルファベットの学習に関しては、一定の

評価がある。

「役に立っていないと思う」

「英語の歌やゲーム」、外国の人と接することが多く選ばれている。これは、小学校へのアンケート結果と矛盾する結果

となった。
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27 今、英語で苦手と感じたり、やりたくないことであてはまるものをすべて選んでください。（いくつ選んでも

よい）

「単語が覚えられない」の選択割合が５割弱。続いて、「文法がわからない」、「書くこと」が続く。多くの生徒が単語の学習

に苦手意識がある。

28 英語の授業について、感じていることを書いてください。

（自由記述）
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Ⅴ自由記述から

小学校

・楽しい

・楽しくない

・英語を話せるようにし外国へ行きつかえるようにしたい

・将来役に立つと思っている。

・すごく疲れる。

・分からない。

・とてもたのしい

・将来の仕事に関係があるならきちんと習ったほうがいいと思う

・英語を習うことによって将来役立つと思いました。

・将来、外国語を使うことがあれば役立つと思う。

・将来必要だから

・外国の人と会ったとき、その人が困っていたときに助けられるから

・やるならもう少ししっかりやらないと意味がないと思う。今は、あまり楽しくない。

・まぁ、将来のためには必要だと思うが、授業はきらい。

・早く終わってほしい

・「第 2 外国語」として、ドイツ語やフランス語を習うが、それを小学校から始めるべきだ。

・英語の授業は好きではないけど、役に立つと思う

・外国に行ったとき自分の英語が役に立てばと思ってます。

・言う順番が難しい。書く法則が難しい。

・外国語はとても難しいと思います。

・英語・外国語は楽しい。もっと時間を増やしてください。

・大体話せるようになって、外国の先生と話せるともっと楽しいと思う

・英語は難しいが、やる価値はあると思う。

・もっと外国語を学ぶ大切さを伝えてほしい。

・よくわからないときもあるけど分かったりできるようになったらうれしい。

・初めて英語の発音がわかったことがたくさんあった。

・ゲームにも英語があるので役立てたい

・英語は難しいけど逆に外国人が日本語を習うのは難しいんだなと思いました。

・とても理解するのが難しい。

・もっと分掌の英語をしたい。簡単すぎる。

・英語がまったく分からないのでいっぱい勉強したい。

・だいたい国や物などを英語で言えるようになってきた。

・外国語はとても大切なことだと思う。

・将来に役立つと思う。

・授業は楽しくできるし、英語はこれからの人生に役立つと思うから一生懸命英語の勉強をしている。

・私は公文を習っていて中 2 の勉強をしています。もっとがんばろうと思います。

・もっと外国語を知りたい。

・もっと難しいほうがいい。

・おもしろい

・大人になって役に立つと感じている。
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・将来のためになると思う。

・外国語を話せると楽しそう。

・大人になって役立つ！

・お父さんがしゃべっていることがわかってくるからいいな～と思う。

・何を言っているか分からない。意味も分からない。

・外国人などが困っていたら助けてあげたい。

・少し難しい。

・言葉はなんとなく分かるけど書きが分からない。

・基本的な英語が分かっていいと思う。もうちょっと応用がほしい。

・私は話したり書いたりすることが好きです。簡単な英語は話せるけど、いつか、日本語と英語両方話せるとい

いなと思っています。

・外国語は、楽しくて役に立つと感じています。

・みんなといろいろなゲームができて楽しい。

・将来の夢に役立つと思った。

・ゲームが楽しい。

・英語活動は大切だと思っています。

・海外の友達としゃべることができていいと思う。

・むずかしいけどペラペラになりたい。

・英語以外にも他の外国語を習ってみたい。

・外国に行くとき中学にいくときに役立つと思う。

・身のためだと思う。

・外国語は、得意でないのですが、わからなくてもみんなに聞いたりしてわかるようになったり皆と子コミュニ

ケーションをとったりするのが楽しいと思います。先生が何を言っているかわかるともっと楽しいと思うので、

英語活動をたくさんしてマスターしたいです。

・外国人が来たとき外国語で話すと相手もうれしいと思うからやっていいと思う。

・ときどきお兄ちゃんやお母さんが英語を話していてこのごろ会話に入れるから楽しい。

・前に図書館で遊んでいたら外国人の方に話しかけられて学校の英語活動が役に立った。

・身近な歌を英語で歌いたい。英語を和訳したい。

・英語の先生は、外国人なのできれいな発音を聞けるので日本人ではなく、外国の先生と言うことがとてもよい。

それに外国の先生は、英語だけでなくその国のことも教えてくれるのでたくさん知らないことが分かってうれ

しい。

・外国の先生が来た時、ゲームやクイズは楽しいけれど、授業はよく分からないことがある。

・少し英語がしゃべれるようになった。英語が分かる時が多くなった。よく分からない所も分かるようになった

ときはうれしい。

・外国の方とコミュニケーションをするためにとても大事だと思うのでしっかりと勉強したい。

・姉が留学してたくさんの国の友達がいるのが、うらやましくて私も英語を勉強して友達を増やしたい。

・海外で自分一人でトイレの場所を聞けた。

・難しくて奥が深いけど楽しい。

・日本語としゃべり方が全然違うから楽しい

・英語が分かるようになって英語をするのが楽しくなった。

・特に発音が難しい。

17/35



中学校

・楽しいときもあっていい。

・先生が文章を読んだり発音が分かりやすい

・たんにめんどくさい。

・楽しいし、面白いし、分かりやすい。覚えやすい。

・生徒が先生をいじってる

・プリントが分かりやすい

・高校受験があるのでやっているけど、あまり意味がないと思う。自分からやってみようと思ったことがない。

・難しい。

・単語とか覚えること多くなってきて辛い。

・覚え方を教えてほしい

・授業は、分かると分からないの間ぐらい。

・全員が楽しく授業をしていると思う。

・授業も楽しい。先生も面白い

・文法はあまり分かりませんが、英文を耳で聞けば意味が分かるようになりました。

・毎回、授業は楽しいのですぐに頭に入った。

・もっとがんばって英語を得意教科にしたい。

・書くことは好きだが話すことが好きではない。

・外国の先生が来るけど、あまり分からないので、日本語を混ぜてほしい。

・リスニングは少ないと思う

・もっと外国の人とであって話がしたい

・分からないことが多い

・もっと簡単に覚えられる工夫をしてほしい

・教科書を文法ごとに分けて学びたい

・文法が難しいけど普通に楽しい。

・聞いて意味を理解するのが苦手なので克服したい。

・だるい

・意味不明

・小学校みたいにゲームをしてほしい。

・小学校より難しくなって単語が覚えられない。

・もう少し問題を多くしてほしい。

・文法や単語を詳しく説明してくれることがいいと思います。

・英語が分かっている人と分かっていない人の差が激しい。

・進めるのが早い

・もっとゲームをしたい
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Ⅵ解釈

学習の状況に関して、学習にかける時間は、小学校と中学校では、中学校の方が多い傾

向がある。特に、休日の学習時間に違いが見受けられる。小学校では、学習時間が減少す

るのに対し、中学校では、学習時間が増加する。その違いとして、「ほめられるため」では

なく、「テストでいい点を取るため」に家庭学習に取り組む意識が強くあるためではないだ

ろうか。小学校の外国語活動に関して、「小学校の外国語活動はテストがなかったので良か

ったと思う」が多く選択されているように、やはり、中学校では、「テスト」が学習の上で

大きなウェイトを占めていることがわかった。

英語の学習に関して、小学校では、クイズ・ゲームなどの取組から前向きなとらえ方を

していたり、中学校で学習することもあり、その必要性を感じていたりする児童が多く見

受けられた。アンケート結果にもあるように「あいさつ」や「アルファベット」について

は、「出来た」という実感を持っている児童がいる。しかし、中学校では、英語は、「教科」

としての学習となり、文法や様々な英単語などを習得する必要がある。そのため、壁を感

じている生徒もいると考えられる。

以上のことから、小中連携を進める上でのポイントとなってくるのは、やはり、「授業」

であると考えられる。小学校の授業では、楽しく感じた「英語の歌やゲーム」だが、中学

校での学習内容にとっては、役に立たないと感じている。どのような授業展開をしていく

のかについて、小から中へのつながりを意識し考えていく必要がある。

「読む」・「話す」ことについて、小学校・中学校ともに苦手意識のある子どもがいるこ

とも見えてきた。「読む」・「話す」ことについて自信が持てるよう積み重ねていくことで、

苦手意識の解消ができれば、英語の学習に対して前向きに取組ことができるのではないだ

ろうか。

アンケート結果から見えてきたことは、「授業」と今まで言われてきた内容とあまり変わ

らないものだった。それは、やはり、「授業」が連携を進める上でのポイントであることを

改めて確認することになったように感じた。
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Ⅶレポート 大阪大学教育社会学研究室

早期英語教育と家庭環境との関係について

１． 課題の設定

グローバル化が進むにつれて、英語力がますます重要視されるようになってきた。日本

でも、平成 23 年度から施行された新学習指導要領において、小学校５・６年生からの外国

語活動が導入された。英語活動の目標は、新学習指導要領によれば「外国語を通じて、言

語や文化について体験的に理解を深め、積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度

の育成を図り、外国語の音声や基本的な表現に慣れ親しませながらコミュニケーション能

力の素地を養う」(文部科学省)とある。次回の学習指導要領の改定についての諮問では、外

国語活動の開始が小学校３年生からに引き下げ、小学校５年生から英語科が導入すると検

討されており、ますます早期の英語教育が目指されていくこととなる。

早期英語教育に関する研究は、数多く行われてきている。カレイラ松崎(2011)は、 2010

年に行われた全国調査である JGSS-2010 のデータを用いて、中学校入学以前の英語経験の

効果や英語教育の開始時期についての分析を行った。そこでは、「自分自身は早期英語教育

を経験していないが、現在の日本社会においては早期英語教育が必要であると考えている

人が日本社会において大多数であるといえる」こと、さらに、「中学校入学以前の英語教育

経験が成人してからの英会話および英語の読解力に影響を与えていること」とある。

また小田(2014)は、日本よりも 10 年以上早くに初等教育に英語が導入されている東アジ

アの国々に目を向け、台湾の台北市にある小学校、国民中学(日本でいう中学校)、高級中学

(日本でいう高等学校)で調査を行った。そこでの授業実践では、児童の高い英語スキルが見

受けられたものの、英語教育というよりも、家庭教育の取り組みに強い関連があるのでは

ないか、ということが示唆された。

このように、確かに早期英語教育がその後の英語科での学習に関連があることがわかる

が、早期英語教育の効果にたいして、家庭環境がどのように関わっているのかを明らかに

した研究は少ない。そこで、小学校や中学校で現在行われている英語活動および英語科で

の児童、生徒の意識が家庭環境によってどのように関連しているのか、というのが本稿の

課題である。

その分析を行う前に、学習時間と家庭環境の関連が強いことは先行研究からも知られて

いるところなので(苅谷 2010)、まずはそのことを実証することから始める。
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２． 仮説

前節で述べた課題を実証するために２つの仮説を設定する。

一つ目の仮説は、「家庭の生活環境が豊かであるほど、子どもの学習時間は長い」という

ことである。親が子どもとよく話したり、勉強を見たり、学習塾へ通わす家庭的余裕があ

る方が、子どもの学習意欲は高まると考えられる。

二つ目の仮説は、「家庭の生活環境が豊かであるほど、子どもの英語への学習意欲は高い」

ということである。英語は日本語で行われる他の科目とは異なり学習時間との関連が強い

ため、より親の子どもへの関わり方が強い関連を示すと考えられる。

３． データと変数

(1)データ

データは茨木市で行われた、小学校６年生を対象にした「外国語活動について」と中学

校１年生を対象にした「小中連携アンケート」を用いる。

(2)変数

従属変数

①学習時間

学習時間に関しては、小学校・中学校ともに「平日に家では何時間ぐらい勉強していま

すか」、「休日に家では何時間ぐらい勉強していますか」という質問項目を従属変数として

用いた。その際、質問項目は学習時間を「していない」「30 分まで」「30 分から 1 時間まで」

「1 時間から 1 時間半まで」「1 時間半から 2 時間まで」「2 時間以上」としており、各項目

を「0」「15」「45」「75」「105」「120」と書き換えた。

②英語活動への意欲…好きか嫌いか

本稿では英語活動及び英語科の学習にたいする意欲が高いかどうかを調べるために、小

学校では「英語活動が好きだ」、中学校では「英語科が好きだ」という項目も従属変数とし

て用いる。その際、「そう思う」、「どちらでもない」、「そう思わない」という質問項目を、

「そう思う」を「1」、「どちらでもない」と「そう思わない」を「0」としてダミー変数化

したものを用いる。

説明変数

①家庭環境と本人の行動

家庭環境、ここでは親の子どもへの関わり方を知る項目として、以下のように質問項目

を分類した。
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小学校

○階層の代理指標群

・「家の人と学校のできごとを話しますか」

・「家の人に勉強を見てもらう事はありますか」

・「朝ごはんを食べて、学校に来ていますか」

・「外国に行ったことはありますか」

○本人の意思や行動群

・「学習塾に通っていますか」

・「いばらきっ子スタディ(e-learning)は利用したことがありますか」

・「私立の中学校に行く予定をしていますか、もしくは行きたいですか」

・「勉強は好きですか」

中学校

○階層の代理指標群

・「家の人と学校のできごとを話しますか」

・「家の人に勉強を見てもらう事はありますか」

・「朝ごはんを食べて学校に来ていますか」

・「外国に行ったことはありますか」

○本人の意思や行動群

・「学習塾に通っていますか」

・「いばらきっ子スタディ(e-learning)は利用したことがありますか」

・「勉強するのは、テストでいい点をとるためでしょうか」

・「勉強するのは、家族や先生にほめられたいからでしょうか」

以上の８つの項目を 2 つのグループに分けて回帰分析に説明変数として投入する。その

際、まず階層に関する質問群のみを説明変数として考慮し（モデル 1）、その後残った本人

の意思や行動に関する変数群を考慮する（モデル 2）。その質問項目に対する回答について、

あてはまるを「1」、あてはまらないを「0」でダミー変数化し、説明変数として用いる。

②統制変数

また学校に関しては、小学校は「A 小学校」、「B 小学校」、「C 小学校」のそれぞれを「1」、

「0」にしたダミー変数を作成した。中学校は、出身小学校の人数が少ない「D 小学校」、「E

小学校」、「その他」をひとつにまとめて「X 小学校」とし、「F 小学校」、「A 小学校」のそ

れぞれを「1」、「0」としたダミー変数を作成した。そして上記の説明変数群にこれらの小

学校ダミー変数を加えて、学校間の影響の違いをコントロールすることにした。
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４． 分析結果

(1)小学校

学習時間を従属変数、家庭環境のモデル１の変数と学校変数を説明変数として、重回帰

分析を行ったのち、モデル２の説明変数を追加して、再び重回帰分析を行った。

表１ 平日に家では何時間ぐらい勉強していますか

係数 S.E. 係数 S.E.

学校（基準はA小）

Ｂ小学校 9.994 6.619 14.713 * 5.680

Ｃ小学校 -14.064 * 5.971 -13.635 * 5.119

階層指標

家の人と学校の出来事を話しますか。 -4.636 7.006 -4.849 5.937

家の人に勉強をみてもらうことがありますか。 7.415 5.903 6.640 4.942

朝ごはんを食べて学校に来ていますか。 -13.508 13.323 -19.460 + 11.142

外国に行ったことはありますか。 13.082 * 5.412 7.827 + 4.553

意思・行動指標

学習塾に通っていますか。 27.149 * 4.100

いばらきっ子スタディ（e-learning）を利用したことはありますか。 -1.569 4.660

私立の中学校に行く予定をしていますか。もしくは行きたいですか。 26.018 * 5.356

勉強が好きですか。 16.805 * 4.198

定数 65.383 * 15.559 45.238 * 13.131

調整済決定係数 .071 .354

N 253 253

+<.10 *<.05

モデル1 モデル2

表１より、階層に関連する変数として投入した場合、「外国に行ったことはありますか」

という項目について有意な結果が得られた。さらに、モデル２の変数を投入すると、10％

水準で、「朝ごはんを食べて学校に来ていますか」、「外国に行ったことがある」の項目が、

5％水準で、「学習塾に通っていますか」、「私立の中学校に行く予定をしていますか」、「勉

強が好きですか」の項目について有意な結果が得られた。このことから、平日の学習時間

に関しては、階層の代理指標の影響も残るものの、子どもの意思や行動により多くの有意

な変数が存在することが明らかになった。

またモデル 2 をみると、A 小学校を基準としたとき、学習時間は B 小学校の方が 15 分ほ

ど長く、C 小学校の方が 14 分ほど短いことがわかった。
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表２ 休日に家では何時間ぐらい勉強していますか

係数 S.E. 係数 S.E.

学校（基準はA小）

Ｂ小学校 -7.326 7.493 -3.701 6.976

Ｃ小学校 -15.868 * 6.739 -16.554 * 6.238

階層指標

家の人と学校の出来事を話しますか。 3.022 7.863 3.607 7.223

家の人に勉強をみてもらうことがありますか。 2.731 6.631 1.907 6.039

朝ごはんを食べて学校に来ていますか。 -7.670 15.023 -12.954 13.639

外国に行ったことはありますか。 14.218 * 6.145 8.641 5.622

意思・行動指標

学習塾に通っていますか。 22.747 * 5.036

いばらきっ子スタディ（e-learning）を利用したことはありますか。 -2.079 5.742

私立の中学校に行く予定をしていますか。もしくは行きたいですか。 26.386 * 6.548

勉強が好きですか。 12.975 * 5.184

定数 54.019 * 17.648 37.299 * 16.147

調整済決定係数 .047 .219

N 252 252

+<.10 *<.05

モデル1 モデル2

表２は休日の学習時間を従属変数にしたものである。階層関連の変数を投入した場合、

平日同様、「外国に行ったことはありますか」という項目について有意な結果が得られた。

しかし本人の意思・行動の変数を投入すると、階層指標の有意な影響は見られなくなった。

ただしそれでも「学習塾に通っていますか」、「私立の中学校に行く予定をしていますか、

もしくは行きたいですか」、「勉強が好きですか」という項目については、平日の学習時間

と同様に有意な結果が得られた。

また A 小学校を基準としたとき、B 小学校の学習時間はあまり変わらず、C 小学校は 17

分ほど短いということがわかった。このことから、平日・休日ともに小学校によって、学

習時間の多少の差があるようだ。

以上より、「家庭の生活環境が豊かであるほど、子どもの学習時間は長い」という仮説は

一定程度支持されたと考えられる。

次に、英語に対する子どもの学習意欲に家庭環境や学校がどれぐらい関連しているのか

を調べるために、「英語活動が好きだ」という項目を従属変数とする二項ロジスティック回

帰分析を行う。これまでの重回帰分析と同様に、まずモデル１で階層に関連する指標と学

校のダミー変数を投入し、その後本人の意思・行動を示す変数を追加してモデル 2 とした。
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表３ 英語活動が好きだ

係数 S.E. 係数 S.E.

学校（基準はA小）

Ｂ小学校 -.709 + .375 -.692 + .385

Ｃ小学校 -.546 .342 -.495 .350

階層指標

家の人と学校の出来事を話しますか。 -.102 .400 -.185 .411

家の人に勉強をみてもらうことがありますか。 -.543 .346 -.590 + .351

朝ごはんを食べて学校に来ていますか。 .386 .735 .345 .737

外国に行ったことはありますか。 .364 .323 .351 .326

意思・行動指標

学習塾に通っていますか。 .218 .284

いばらきっ子スタディ（e-learning）を利用したことはありますか。 .128 .324

私立の中学校に行く予定をしていますか。もしくは行きたいですか。 -.265 .376

勉強が好きですか。 .208 .295

定数 .856 .876 .794 .886

-2対数尤度 319.573 318.119

N 250 250

+<.10 *<.05

モデル1 モデル2

表３をみると、階層の代理指標のすべてに関して有意ではなく、モデル２で子どもの意

思や行動を加えても、「家の人に勉強をみてもらうことがありますか」だけ 10％水準で有意

になるものの、ほとんどの変数については有意ではない。

また学校ごとに見ると、A 小学校を基準としたとき、B 小学校では 10％水準だが負に有

意となっており、A 小学校に対して英語活動が好きだという人が少ないことがわかる。した

がって、英語の学習意欲は、家庭環境よりも小学校ごとの違いの方が強いのではないかと

考えられる。

以上より、「家庭の生活環境が豊かであるほど、子どもの英語への学習意欲が強い」とい

う仮説は実証されなかった。

(2)中学校

小学校における分析と同様に、学習時間を従属変数とし、家庭環境の変数と出身小学校

変数を説明変数とした重回帰分析を行ったのち（モデル 1）、生徒の意思・行動に関する変

数を追加したモデル 2 を推定した。
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表４ 平日に家では何時間ぐらい勉強していますか

係数 S.E. 係数 S.E.

学校（基準はA小）

Ｂ小学校 -5.572 5.595 -6.200 5.935

Ｃ小学校 -3.779 8.174 -2.886 8.190

階層指標

家の人と学校の出来事を話しますか。 20.580 * 6.831 15.893 * 6.757

家の人に勉強をみてもらうことがありますか。 10.770 5.635 11.756 * 5.506

朝ごはんを食べて学校に来ていますか。 1.381 13.074 -1.426 12.761

外国に行ったことはありますか。 2.728 5.301 2.046 5.146

意思・行動指標

学習塾に通っていますか。 20.133 * 5.163

いばらきっ子スタディ（e-learning）を利用したことはありますか。 4.090 5.273

勉強するのは、テストでいい点を取るためでしょうか。 -4.843 5.094

勉強するのは、家族や先生にほめられたいからでしょうか。 4.926 6.597

定数 29.427 * 14.451 22.034 * 14.551

調整済決定係数 .102 .131

N 204 204

+<.10 *<.05

モデル1 モデル2

中学校では、私立中学校に進学した生徒もいるので、小学校のサンプルと若干性質が異

なることが予想されることに注意が必要である。つまり私立中学校に進学するような層は、

ここからの分析には対象に含まれていない。

表４から「家の人と学校のできごとを話しますか」について有意な結果が得られた。小

学校で有意だった「外国に行ったことがありますか」が有意にならなくなったのは、私立

中学進学者層が抜けたことも影響しているのかもしれない。そして意思・行動変数を投入

すると、「家の人と学校のできごとを話しますか」、「家の人に勉強を見てもらうことはあり

ますか」、「学習塾に通っていますか」の３つの項目について有意な結果が得られた。塾は

相変わらず強い影響をもっている。なお出身小学校によって学習時間の差はみられない。

つまり、私立中学受験層が抜けた公立中学校の学習時間は、学校間の違いよりも、階層の

代理指標や通塾行動の関連が強いといえる。

小学校と比較して、子どもの意思や行動より階層の代理指標の関連が目立っているのは、

中学校入学の時点で私立と公立へ進学が分かれ、公立の学校に比較的同じような意思や行

動形態をもつ子どもが残ったことで、より微細な家庭・階層間の違いが現れやすくなった

からではないか、と推測できる。
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表５ 休日に家では何時間ぐらい勉強していますか

係数 S.E. 係数 S.E.

学校（基準はA小）

Ｂ小学校 -7.610 6.469 -7.011 6.956

Ｃ小学校 -12.835 9.382 -11.469 9.564

階層指標

家の人と学校の出来事を話しますか。 20.823 * 7.984 16.520 * 8.051

家の人に勉強をみてもらうことがありますか。 17.301 * 6.559 18.237 * 6.522

朝ごはんを食べて学校に来ていますか。 18.278 14.992 16.130 14.900

外国に行ったことはありますか。 6.209 6.141 5.266 6.071

意思・行動指標

学習塾に通っていますか。 14.864 * 6.149

いばらきっ子スタディ（e-learning）を利用したことはありますか。 1.932 6.177

勉強するのは、テストでいい点を取るためでしょうか。 -10.311 + 6.024

勉強するのは、家族や先生にほめられたいからでしょうか。 10.087 7.710

定数 15.492 16.591 13.743 17.037

調整済決定係数 .116 .140

N 200 200

+<.10 *<.05

モデル1 モデル2

表５は平日と同様に、休日の学習時間について検討したものである。階層変数を入れた

モデル１についてみると、「家の人と学校のできごとを話しますか」「家の人に勉強を見て

もらうことはありますか」の２つの項目について有意な結果が得られた。これに意思・行

動の変数を入れたモデル 2 では「家の人と学校のできごとを話しますか」、「家の人に勉強

を見てもらうことはありますか」、「学習塾に通っていますか」の３つの項目について 5％水

準で有意、「勉強するのは、テストでいい点をとるためでしょうか」については 10％水準で

有意な結果が得られた。また出身小学校によって学習時間の差はみられない。基本的には、

平日の学習時間と大差ない結果となった。

以上より、「家庭の生活環境が豊かであるほど、子どもの学習時間は長い」という仮説が

実証された。

続いて、英語に対する生徒の学習意欲に家庭環境や出身小学校がどれぐらい関連してい

るのかを調べるために、小学校のときと同様に、「英語科が好きだ」という項目を従属変数

とするロジスティック回帰分析を行う。まず出身小学校と階層変数を入れたモデル１を推

定し、その後意思・行動変数を追加したモデル 2 を推定した。
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表６ 英語科が好きだ

係数 S.E. 係数 S.E.

学校（基準はA小）

Ｂ小学校 -.289 .346 -.282 .382

Ｃ小学校 -.251 .490 -.241 .511

階層指標

家の人と学校の出来事を話しますか。 .304 .434 .311 .443

家の人に勉強をみてもらうことがありますか。 -.437 .367 -.427 .371

朝ごはんを食べて学校に来ていますか。 -.076 .828 -.072 .831

外国に行ったことはありますか。 1.275 * .370 1.283 * .371

意思・行動指標

学習塾に通っていますか。 .079 .336

いばらきっ子スタディ（e-learning）を利用したことはありますか。 -.015 .345

勉強するのは、テストでいい点を取るためでしょうか。 .123 .329

勉強するのは、家族や先生にほめられたいからでしょうか。 -.157 .428

定数 .442 .900 .326 .936

調整済決定係数 250.188 249.926

N 203 203

+<.10 *<.05

モデル1 モデル2

表６より、「外国に行ったことがありますか」という項目についてのみ有意な結果が得ら

れた。モデル 2 に基づけば、exp(1.283)=3.607 と、外国に行ったことがある人ほど、3.6 倍

ほど英語が好きになる傾向がある。ただし他の変数は全く有意ではない。つまり英語の学

習意欲についていえば、出身小学校による違いも、行動レベルの違いも、大きな影響は持

っていないことが明らかになった。

以上より、「家庭の生活環境が豊かであるほど、子どもの英語への学習意欲が高い」とい

う仮説は、極めて部分的な変数にのみあてはまると結論づけられる。

５．考察

小学校から順に見ていく。平日・休日ともに、「家庭の生活環境が豊かであるほど、子ど

もの学習時間が長い」という仮説が実証された。ただし階層の代理指標の直接的な影響よ

り、子どもの意思や行動の関連がはっきりしていることがわかった。これは、私立の中学

校などを目指すなどの理由で学習塾へ通っている子どもの方が学習する習慣が身について
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いるからではないか、または、学校での宿題のほかに学習塾での課題に割く時間が多いか

らではないかと推測できる。

しかし、「家庭の生活環境が豊かであるほど、子どもの英語への学習意欲が高い」という

仮説は実証されず、子どもの英語への学習意欲は家庭環境よりも、学校ごとの取り組みの

差によることがわかった。したがって、子どもの英語への学習意欲を高めるためには、学

校ごとの創意工夫のもたらす影響が無視できないと推測される。

次に中学校を見てみると、小学校と同様に「家庭の生活環境が豊かであるほど、子ども

の学習時間が長い」という仮説が実証された。しかし小学生サンプルと比較して、子ども

の意思や行動よりも階層の代理指標の関連が明瞭になっている。小学校サンプルでは私立

中学受験者層が含まれ、彼らの通塾の影響などが強く出ていたものと推測されるが、中学

校サンプルではそうした私立進学者が抜けている。したがって小学校サンプルと比較して、

学習塾に通っている生徒と通っていない生徒との学習態度に差があまり見られなくなった。

また、二つ目の「家庭の生活環境が豊かであるほど、子どもの英語への学習意欲は高い」

という仮説は、「外国に行ったことがある」という変数のみで実証された。ただしその他の

変数の影響は見出されなかった。

早期の英語教育を導入していく際、やみくもに開始時期を早めればよいというわけでは

なく、どのような授業が子どもの英語への学習意欲を高めることができるのかを考え、工

夫していかなければならない。また学習行動全般についても、子どもたちの家庭環境に十

分配慮する必要がある。

本研究では、子どもがどのような点について英語学習に興味関心をもつようになるのか、

ということに関して、考察することができなかったので、今後の課題としたい。

<参考文献>

・学習指導要領 第４章

文部科学省(http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/new-cs/youryou/syo/gai.htm)

・カレイラ松崎順子，2011「JGSS-2010 による早期英語教育に関する意識調査」『日本版

総合的社会調査共同研究拠点 研究論文集』11，pp.35-45。

・小田節子，2014「台北市における小学校英語教育―理念と現場の狭間で」大阪大学大学

院言語文化研究科編『英語教育の今日的課題』

・苅谷剛彦，2000「学習時間の研究─努力の不平等とメリトクラシー」2000『教育社会学

研究』66 集，pp.213-229。

執筆 大阪大学人間科学部 3 回生（教育社会学講座） 野村美帆
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調査研究に関わって

中澤 渉（大阪大学人間科学研究科准教授）

今年度は、小学校で導入されてきた英語教育の試みについて、小学生児童そのものと、

既に小学校を卒業して中学校で英語の授業を受けている生徒の両方に調査を行い、その両

者を比較検討することで、今後の課題を導き出すことを目標としました。調査項目は、広

く学習行動や生活態度一般に対するものと、英語教育に特化したものとに区分できます。

ややサンプルサイズが小さいこと、学校数が少ないことから、言えることはかなり限定的

になります。それでもいくつか重要なことがわかってきたように思います。

まず学習行動や生活態度については、教育社会学一般で議論されている「家庭環境との

関連性」がこのデータでも見いだせた点が重要だと思われます。つまり塾に通わせている

ような（小学生の場合は私立受験を考えているような）教育熱心な家庭、海外訪問歴があ

るような豊かな家庭、中学生の場合には家庭の人とのコミュニケーション頻度が濃密であ

る家庭ほど、学習時間が長いという結果が出ています。ただし一方で、英語学習への態度

（好き嫌い）に限定すると、学習時間ほど、家庭環境との関連は明瞭ではありません。特

に小学校のデータをみると個別の家庭環境の要素より、学校間の違いが大きくなっていま

す。このことについては後で再度触れたいと思います。これは小学校での英語教育（外国

語教育）はまだ正課の科目というより、試行的に導入され、ゲームを盛り込むなど、より

親しみやすい形で実施されていることが影響しているのかもしれません。つまり学校で行

われている試みの中身自体が、こうした意識の差となって現れている可能性があります。

この質問紙では、英語の成績を尋ねているわけではないので、実際のパフォーマンスへ

の影響を推定することはできません。しかし「英語の好き嫌い」とパフォーマンスは、当

然関連があると思われます。ただしこれは小学校において家庭環境より学校間の違いが大

きくなっています。中学校ではそれほどはっきりしません。それはおそらく、一定数が私

立中学校に流出していることも影響しているのだと思われます。学生が分析したような、

「回帰分析」という複数の変数を同時に考慮した方法では、学校間の違いはほとんどなく

なりますが、単純なクロス表をみると、出身小学校と興味関心、中学校で役に立ったとい

う感覚、より細かい英語活動の中身に対する好き嫌いには関連があるように見えます。こ

れは学校のある地域性を反映している可能性もありますが、一方で学校での実践のあり方

の影響も否定できない、ということです。公開される紀要には個別の学校名は明らかにで

きませんが、小学校での様々な英語活動に関する項目の多くで、肯定的な回答を引き出し

ているのは、いずれも特定の小学校です。そうした学校でどのような実践が行われている

のか、そうした情報を現場レベルで交換し合うことで、より良い実践が広がるとよいので

はないかと考えられます。

30/35



1 / 2
外国語活動について

茨木市の小学校6年生のみなさんへ
みなさんがどんな答えをしたかは、誰もわかりません。
普段感じているままを答えてください。
　
(1) 小学校名を教えてください。

中条小学校 安威小学校 耳原小学校

　
(2) 「はい」か「いいえ」で答えてください。

　
はい いいえ

1 家の人と学校での出来事を話しますか？

2 家の人に勉強を見てもらうことがありますか？

3 朝ごはんを食べて、学校に来ていますか？

4 学習塾に通っていますか？

5 いばらきっ子スタディ（e-learning）は利用したことありますか？

6 外国に行ったことはありますか。

7 私立の中学校へ行く予定をしていますか？もしくは行きたいですか？

8 勉強が好きですか？

　
(3) 平日に家では何時間ぐらい勉強していますか？

していない ３０分まで ３０分から１時間まで

１時間から１時間半まで 1時間半から２時間まで 2時間以上

　
(4) さっきの続きです。休みの日に家では何時間ぐらい勉強していますか？

していない ３０分まで ３０分から１時間まで

１時間から１時間半まで 1時間半から２時間まで 2時間以上

　
　
　ここからは、英語について教えてください。感じているそのまま答えてください。
(5) 学校の外で英語をみたり聞いたりすることがありますか？あてはまる○を塗りつぶしてください。（たくさん選んでも

よい）

テレビ、映画 本、雑誌、マンガ インターネット

塾 英語を話す人が近くにいる

　
(6) 英語で出来るようになりたい、やってみたいことの○を塗りつぶしてください。（たくさん選んでもよい）

外国に行く 英語で会話してみたい 映画、テレビを英語のままで見たい

本やマンガを英文のままで 読みたい 英語版のゲームをしてみたい 英語の歌を聞きたい

英語の歌を歌いたい インターネット上で海外の友達をつ
くりたい

外国人の先生 や英語科の先生と話し
たい
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外国語活動について

(7) 次の質問に「そう思う」・「どちらでもない」・「思わない」の3つから選んでください。
　

そう思う どちらでもない そうは思わない

1 英語活動が好きだ

2 英語活動で、先生の言うことがだいたいわかる。

3 英語活動で、外国人先生の話す英語を聞くのが好きだ。

4 英語活動で、ゲームやクイズをすることが好きだ。

5 英語の歌を聞くことが好きだ。

6 友達と英語で会話が出来たときは楽しかった

7 英語活動では、読むことが好きだ。

8 英語活動では、書くことが好きだ。

9 英語活動では、話すことが好きだ。

10 英語活動では、聞くことが好きだ。

11 英語活動は難しいと思う。

12 英語活動はつまらないと思う。

13 英語活動は役に立たないと思う。

14 友達と英語で話をするのが恥ずかしかった

15 英語であいさつが出来た。

16 習った英語で話したりするのが楽しい、話してみたい。

17 外国人先生の授業は楽しい。

18 インターネットを通じて海外の人と話してみたい、もしくは今している。

19 黒板よりも、教室のテレビで勉強すると楽しい。

20 もっと英語活動の時間があった方がいい。

　
(8) 外国語を習うことについて、感じていることを何でも書いてください。
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小中連携アンケート

茨木市の中学一年生のみなさんへ
出席番号、名前を書く必要ありません。
みなさんの感じているままに答えてください。
　
(1) 卒業した小学校を教えてください。

茨木小 中条小 大池小 東奈良 他

　
(2) 普段の生活や勉強することについて、はい、いいえで答えてください。

　
はい いいえ

1 家の人と学校での出来事を話しますか？

2 家の人に勉強を見てもらうことがありますか？

3 朝ごはんを食べて、学校に来ていますか？

4 学習塾に通っていますか？

5 いばらきっ子スタディ（e-learning）は利用したことありますか？

6 海外に行ったことはありますか？

7 勉強をするのは、テストでいい点を取るためでしょうか？

8 勉強をするのは、家族や先生にほめられたいからでしょうか？

　
(3) 平日に家では何時間ぐらい勉強していますか？

していない 30分まで 30分から1時間

1時間以上1時間半まで 1時間半以上2時間まで 2時間以上

(4) 先の質問の続きです。休日に家で何時間ぐらい勉強していますか？

していない 30分まで 30分から1時間

1時間以上1時間半まで 1時間半以上2時間まで 2時間以上

　
これからは英語についての質問です。感じているままに答えてください。
(5) 英語で出来るようになりたい、やってみたいと思うことを選んで塗りつぶしてください。（いくつ選んでも良い）

外国に行く 英語を話す

映画、テレビを英語のままで観たい 本やマンガを英文のままで 読みたい

英語版のゲームをしてみたい 英語の歌を聴きたい

インターネット上で海外の友達をつくりたい 外国人先生や英語科の先生と話したい

　
(6) そう思う・どちらでもない・思わないから一つ選んでください。

　
そう思う どちら

でもない
そう思
わない

1 英語科が好きだ。

2 英語科の授業はだいたい理解出来ていると思う。

3 英語科では、読むことが好きだ。
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そう思う どちら
でもない

そう思
わない

4 英語科では、書くことが好きだ。

5 英語科では、話すことが好きだ。

6 英語科では、聞くことが好きだ。

7 英語科の外国人先生 の話す英語を聞くことが好きだ。

8 間違いを気にせず、出来るだけ英語で話したり、書いたりする努力をしている。

9 外国の人と話す機会があれば、できるだけ英語を使おうと思う、もしくはしている。

10 外国の文化や外国の人の考え方を理解したい。

11 将来、大人になってから英語が必要になると思う。

12 英語が出来たら格好いい。

13 英語は授業があるから仕方なくやっている。

　
(7) 小学校の外国語活動を思い出してください。あてはまるものを塗りつぶしてください。（いくつ選んでもよい）

中学校で英語を勉強する上で、小学校での外国語活動が
役に立っている。

小学校の英語活動はわかりやすかったと思う。

小学校の英語活動にはすごく興味があった。 小学校の英語活動は友達と一緒に楽しめたと思う。

小学校の外国語活動はテストがなかったのがよかったと
思う。

　
(8) 小学校での外国語活動を思い出して下さい。小学校で習ったことでよかったと思えることはなんですか。役に立ってい

ると思う、役に立っていないと思うの2つから選んでください。
　

役に立って
いると思う

役に立って
いないと思う

1 アルファベットを読むこと。

2 アルファベットを書くこと。

3 英語を聞くこと。

4 英語の歌やゲーム。

5 外国の人と接すること。

6 英語を話すこと。

　
(9) 今、英語で苦手と感じたり、やりたくないことであてはまるものをすべて選んでください。（いくつ選んでもよい）

特にない 聞くこと 話すこと

読むこと 書くこと 単語が覚えられない

文法がわからない 意味がわからない 英語そのものが苦手

(10) 英語の授業について、感じていることを書いてください。
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