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1．問題の所在

絹 淑

しているのだろうか。先行研究を検討すると，

本研究の目的は，小学校英語力リキュラムの

先進的事例を紹介しそれを考察の対象とする文

あり方への示唆を得るため，カリキュラムの変

献がいくつか出されているが，カリキュラムそ

容による生徒への影響を明らかにすることであ

れ自体の特徴による効果に関しては十分な研究

る。本稿ではA小学校の卒業生への三次にわた

が行われているとは言い難く，一山過性の研究に

る追跡調査の結果を，文字学習および外国人と

終わるものがほとんどである。これまで小学校

の直接交流の二側面から分析する。

英語力リキュラムの効果研究は，主に言語習得
の面からテストを行った調査結果からなる研究

日本では2002年健から小学校の総合的な学習
の時間において国際理解の叩膚環として外国語会

と，生徒たちへの情意的側面への影響を調べた

話が実施され，2008年3月に告示された小学校

研究に分かれるが，前者の研究としては，松川

学習指導要領の改訂では，小学校5・6年で過

（1997），自畑（2007）などがあり，後者の研究

1時間の必修として「外国語活動」が実施され

としては金（2003，2004）と松川などが挙げら

ることになった。その目標は「外国語を通じて，

れる。例えば，導入初期の効果研究とLて先駆

言語や文化について体験的に理解を深め，横棒

的な松川の研究は，小学枚時代の英語学習経験

的にコミュニケーションを図ろうとする態度の

の有無によってグループ分けした生徒を対象に，

育成を図り，外国語の音声や基本的な表現に慣

中学校英語に対する意識調査とスピーキング・

れ親しませながら，コミュニケーション能力の

テストを行い，小学校で2年間英語学習を経験

素地を養う」（『小学校学習指導要領』2008）こ

したグループが反応の速さ，内容の適切さの面

とである。教育目標の中で体験的理解と「コミ

で優れており，英語力やコミュニケーションに

ュニケーション能力の素地」を育てることが強

対する積極的な態度が育っていることを明らか

調されており，この点で小学校英語のあり方に

にLた。また，白畑は小学校時代の英語学習経

関する基本的な考えは導入当初とそれほど変わ

験の有無によるグループで高校生に英語能力の

っていない。新教科としての設置については議

差を調べ，小学校時代の英語学習の経験は，高

論が分かれているためか今回は見送られた。文

校生の英語能力にそれほど影響を与えていない

部科学省指竃の研究開発学枚や教育特別区城で

ことを明らかにしてきた。r一方，カリキュラム

の試みをみると，ただ単に英語教育のみでなく，

研究の立場から，金は，韓国と日本の国際比較

広くカリキュラム研究や国際理解教育などの教

（金，2003）と日本の二つのカリキュラムタイ

科数青学以外の立場から，小学校英語教育の効

プの比較（金，2004）を通して，小学校英会話

果とあり方をめぐって具体的な提案がなされて

カリキュラムの特徴による影響分析を試みた。

いる。

その結果，異文化学習と実践的なコミュニケー

では，導入初期の国際理解の一環としての小

ションの経験の間には相乗的な関係があること

を明らかにし，特に「異文化学習をベースにし

学校英語力リキュラムは，どのような効果を示

た方が現行の中学校英語との連続性を確保しや
すいこと」（86頁）を明らかにしているが，中
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学校での英語と異文化学習との関連性の解明は

が，硯状はそうではないようである。このまま

未だに課題とLている。これらの研究は小学校

では，知識・スキル中心の小学校英語になる恐

英語カリキュラムの影響を多角的な視点から継

れがあるため，文字学習の効果を検証していく

葦売的に調査する必要性があることを示している。

必要がある。

本研究では小学校英語力リキュラムにおける

本研究では，ある小学校の英語カリキュラム
の変容による効果に注目しながら，その改善案

「外国人との直接交流」と「文字学習」の影響を

取り上げる。なぜなら，日本の多様な実践の中

を模索することにする。なぜなら，小学校英語

にはこの二つの要素のカリキュラムへの位置づ

カリキュラムの特徴の遠いは，カリキュラム効

けが異なる実践があり，その影響をみることが

果に反映されているからである。バトラー

できるからである。これまで小学校英語とかか

（2005）と吉田（2004）の研究によれば，国際

わる「異文化学習」に関する議論は，バトラー

比較による研究にその遠いがよく表れている。

（2006，202頁）による低学年の外国語体験プロ

例えば，日本と韓国の小学校英語教育の政策の

グラム論（FLEX：ForeignLanguageExperi−

差は，教師たちの意識面と生徒たちの英語能力

ence／Exploratory），吉相（2005）の英語教育

への影響が考えられる。バトラー（189頁）に

の枠組みを超えた多言語教育論の中でその重要

よると，小学校で英語を教える教師を対象に，

性が指摘されている。総合的な学習の時間にお

どのような資質が重要なのかを尋ねた調査の結

けるカリキュラムでは，国際理解の一環として

果，両国の選語教師の資質に対する認識に差が

「外国人との交流」を英語学習と関連づけた実践

みられた。韓国の教師は，言語的スキルを指導

が多い。これと関連して，金森（2004，199頁）
は英語教育にALTが果たす役割として「学習

できる能力と視聴覚教材を使いこなせるスキル

を重視している反面，日本の教師は，文化的な

者が外国人と直接交流を持つことで英語学習へ

ものやパーソナリティを重要な資質として捉え

の実用性・必要性を感じ，学習への動機付けの

ている。両国のカリキュラムの違いが教師の認

役目を果たしたことと，交流を通して教職員へ

識にもはっきりと表れている。また，吉田

の異文化理解の刺激となったこと」の二つを指

（2004）は，韓国，日本，中国の高校生を対象

摘している。それはALTが学習者の情緒面と

に2003〜2004年2回にわたって行われた生徒の

異文化意識面に相乗的な影響を及ぼすこと意味

英語能力の調査で，3カ国の総合得点を構成す

する。ここで注月すべきは，異文化交流が英語

る下位技能は各国の差（韓国はリーディングと

学習にもたらす間接的な効果であり，カリキュ

リスニング，

ラム研究ではそれを検証していく必要がある。

中国は全体としてバランスの取れた能力）があ

日本はライティング能力に優勢，

るものの，平均到達レベル（2）はさほど大きい遠

これに村して，英語の文字学習の問題は小学
校英語をめぐる争点として取りあげられている

いはないと分析している。すなわち，3カ国の

（日本教育新聞，2005．1．15）が，それは必要性

小学校英語の効果はそれほど変わらないという

の有無の問題から開始時期の問題へ転換しつつ

ことである。日本の実践が英語運用能力を測る

ある。文部科学省が平成16年度に行った「小学

だけで教育効果を捉えきれないことを考えると，

校の英語教育に関する意識調査」で，児童に聞

このような英語の成績のみで小学校英語力リキ

いた英語活動が嫌いな理由のトップに「英語を

ュラムの効果を評価するのは危険である。小学

読むことがうまくできないから」の理由が挙げ

校英語カリキュラムを考えるとき現在必要なこ

られている。文部科学省はこれを受けて，「英語

とは，英語教育経験の有無による効果の差異で

活動では一般の音声を中心にした活動が行われ

はなく，カリキュラム効果の問題として，学習

ているほずなのでこの結果は意外」と述べてい

内容の遠い，活動の違い，指導体制の違いが生

る（l）。中学校英語の「前倒し」ではないことを

徒たちにどのような影響を及ぼしているかを詳

強調し，文字学習は取り入れない出発であった

細に検討することだろう。カリキュラム研究に
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よる厳密な追跡調査と，独自的な実践の中で一

る。古くからの門前街として栄えてきた地域を

般化への示唆を見出すことが必要である。

校区とする学校で，商店街の子どもが多く，外

本研究では，「文字学習」と「外国人との直接
交流」の影響が実証できる事例校として，硯在

に一歩出ると多くの外国人に出会うことができ

る環境である。2003年からは小・中連携を考慮

文部科学省から4回目の研究開発学校の指定を

した第3回目の研究開発学校の指定を受けて，

受けて，英会話を実施しているA′ト学校を選択

現在もその研究が続けられている。

第1回目の調査は，A中学校の生徒390名を

し，卒業生の追跡調査によりそれを検証してい

く。筆者は，異文化理解力を育成することを目
的として出発し，文字学習を導入し小申達携の

対象に2001年11月20日から10日の期間に留置法

英語科に変遷したカリキュラムが，卒業生たち

A中学生のうち，Aノト学校の出身者301名（女子

に何らかの影響を及ぼLているに違いないと考

158名，男子141名，性別不明2名）である。次

え，3回にわたる追跡調査を実施した。本研究

に，第2回目の調査は，同じくA中学校の生徒

による質問紙法で実施した。なお，分析対象は，

では，小学校英語カリキュラムの変容による効

360名を対象に2004年3月1日から15日の期間

果を明らかにするために，次の二つの課題を設

に留置法による質問紙法で実施した。なお，分

定する。庄）文字学習が英語学習にどのような影

析対象は，A中学生のうち，A小学校の出身者

響を与えるのか，②外国人との直接交流は生徒

287名（女子146名，男子139名，性別不明2名）

たちにどのような影響を与えるのか。これらの

である。第2回目の調査内容は，第1回目の調

課題を解明するため，以下では，金（2003，

査の結果分析に基づいて，異文化への関心と態

2004）の質問項目である異文化意識，中学校外

度，英語学習への意識と意見，中学校英語学習

国語学習への態度に加えて，小学枚英語に対し

への意識，卒業生の回顧的評価などの6単項で

て回顧的に尋ねた卒業生への質問紙調査の結果

構成された。次に，第3回目の調査は，2回目

を分析する。

と同じ調査内容で，A中学校の生徒234名を対

象に2008年3月13日から25日の期間に留置法に

2．調査の概要と分析対象者が受けたカリキュ

よる質問紙法で実施した。なお，分析対象者は

同じくAノト学校出身の191名（女子93名，男子

ラムの特徴

本調査の対象は，C県のA中学枚の生徒たち

101名）である。

く表1〉は，2回にわたるA／ト学校の調査の概

である。筆者が調査対象校としてA中学校を選
んだ理由は，違うカリキュラムを経験したA小

要と対象と特徴についてまとめたものである。

学校の卒業生が在籍しているからである。A′ト

注目してほしいのは，A小学校の卒業生の場合，

学校はC県にある全校生778名（2008年）の公

第1回目，第2回目の調査とも英語の成績が0

立小学校であり，現在4回目の文部科学省の研

〜60点の割合が45％を超えているが，調査Ⅲで

究開発学校の指定を受けて英会話を実施してい

は成績が81、100点の割合が40．6％である点であ

表1：分析対象の特性
調査Ⅰ

1年生
学年

2年生
3年生

0〜60点

109（36．2）

（）は％
調査Ⅱ

90（31．4）

調査Ⅲ

93（47．9）

96（31．9） 100（34．8） 101（52．1）
96（31．9） 97（33．8）
137（45．5） 132（46．0）

0

51（26．3）

英語の

成績
不明

小学校での校外学習
中学校での校外学習

5（1．7）

4（1．4）

0

118（39．6） 122（42．5） 89（45．9）
156（52．2） 164（57．1） 115（59．封
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1、3年間受けたことである。ここでの文字学

る。A／ト学校の卒業生が中学校英語に何らかの

不適応を起こしていたのが，第3回目の調査で

習は，4年生から文字に触れ，5年生で単語を

大分改善されてきたのがわかる。それは，彼ら

読んだり書いたりするくらいのもので，本格的

が受けてきた英語カリキュラムの違いによる影

ではない。カリキュラムの中で国際理解の位置

響ではないだろうか。次は，A小学校の英語力

づけは弱くなった分，A小学校で独自に作った

リキュラムはどのように変わってきているのか

学習教材（テーマブック）も使った英語科中心
の学習を経験したことになる。また，第2回目

をみてみる。

の調査のとき中学校1年生だった生徒たちは，

A†ト学校のカリキュラムの特徴は，第1回目
は国際理解を重視した「英語を通しての国際理

中学校で約1年間「小・中の連携を試みた英語

解教育タイプ」であり，第2回目は文字学習を

科学習」を経験している。第3回目の調査対象

重視し教科化をめざした「国際理解の基礎とし

者の特徴は，基本的には第2回目の調査と同じ

て英語学習タイプ」で異なる。第3回目は

であるが，本格的な文字学習を4年生から3年

「小・申達携を重視した英語学習タイプ」で異な

間受けていて，小・申達携のカリキュラムを小

る。全体的にみると，国際理解教育として導入

学校から中学校にかけて，4，5年経験してい

され，文字学習，小・申達携といった典型的な

る。／ト申達携の内容をみてみると，教師の連

英語科に向けての課題を中心にカリキュラム開

携としては，小・中合同研修会を行ったり，

発を試みてきた。

小・中教師の相互授業参加及び参観活動が試み

られた。また，児童・生徒の連携に関わる活動

ここで3回にわたる調査のとき，卒業生たち
が経験したA′ト学校の英会話学習の特徴につい

としては，中学校生徒が小学校の授業に参加，

てふれておきたい。第1回目の授業の方式をみ

他教科を通しての交流などが行われた。これら

れば，20分間のモジュールを過2回実施すると

の読みで，英語科カリキュラムの系統性を把揺

いう独特な形態で取り組んでいる。また，その

することができ，中学校の英語授業においては

指導体制はALT，HRT（HomeroomTeacher），

「習熟度」に応じた指導が生まれることになる。

JTE（JapaneseTeacherofEnglish）およびゲ

第1回目の調査から行われてきた「外国人との

ストによるTT（Team−Teaching）の方式をと

交流」も中学校で年に2回実施されている。分
析対象者の中では，中学校2年生のみが「基礎

っている。学習活動としては，低学年ではゲー
ムやリズム遊びを，中学年では簡単な英会話と

コース（69名）」「発展コース（30名）」という習

場面設定を組み合わせ，高学年では実際に外国

熟度別指導を経験している。

人とコミュニケーションを図る試みを行ってい

〈表2〉は，分析対象者が小学校のとき一受けた

る。年に2〜3回行われる国際理解活動は，「英

Aノト学校英語カリキュラムの特徴をまとめたも

語授業で身につけた英語を生かしてコミュニケ

のである。

ーションを図る活動」としてカリキュラムの中

に位置づけられている。特に，5，6年生のと

3．卒業生への質問紙調査結果の分析

き，校外で外国人と直接英会話をさせる活動が
特徴的である。それ以外の交流活動は，外国人

3−1．文字学習の影響
まず，「′J、学校で経験した英会話が中学校の英

ゲストを招待して触れ合う，ALTと仲良くなる

語学習に役立ったか否か」を尋ねたところ，調

といった活動が中心であり，多文化を意識して

査Ⅰでは43．3％，調査Ⅱでは55．8％，調査Ⅲで

いるわけではなく，対人コミュニケーションの基

は67％が肯定的に評価した。文字学習を取り入

礎として「BigVoice，EyeContact，OpenMind」

れた英語科カリキュラムと小・中連携の英語科

をカリキュラムの中に目標化している。第2回

カリキュラムの効果であると思われる。ただし，

目の調査対象者の特徴は，週2．5時間の文字学習

男女別の有用感の差異を調べてみると，男女順

を含めた英語科のカリキュラムを小学校のとき

に調査Ⅰでは32．8％，53．3％，調査Ⅱでは，
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表2：A小学校英会話カリキュラムの特徴

2回目の研究開発

1回目の研究開発

3回目の研究開発

目 ・身近に出会う外国人と簡単なコミュニケーションを進んでとることができる。
標 ・人と人との出会いを大切にすることができる。
時
週2．5時間（20分間授業を週5回）
数

指

ALT、HT、JTE、ゲストのTT

ALT、HT、JTE、ゲストのTT

導
体
制

・低学年：ゲームやリズム遊び中心 ・低学年：ことばで遊ぶ。「聞く・話す」中心（1〜3年生）
英

・中学年：簡単な英会話と場面設定 ・中学年：会話で遊ぶ。文字にふれる（4年生）

書五 Pロ を組み合わせる

学 ・高学年：実際に外国人とコミュニ

・高学年：会話を楽しむ、文字に慣れる
・全学年を通して、英語で歌う・踊る、英語を聞く、英語で

習 ケーションを図ることができる
会話や場面を設定

・4年生：身近な単語にふれる ・4年生：大文字・小文字
・5年生：身近で必要感の

と音を結びつける

ある単語を読んだり番いたり ・5年生：育と結びつけて
アルファベットを書く、単
する
・6年生：身近で必要感のある 譜を書き写す
単語やあいさつの文を読んだ ・6年生：よく使う単語を
り番いたりする
番く、簡単な文を審く、簡

文

習

単な自己紹介文を番く

・外国人を招待してふれあい活動を ・1〜4年：交流活動（学校に外国人ゲストを招待してふれ合
国

楽しむ：学習した英会話を使って

際 みる場
交 ・00活動：校外で外国人と直接英
流 会話をさせる活動

う活動）

・5，6年：00活動（校外で外国人と直接英会話をさせる暗
動）

・ハッピー

活

タイム：学校に突然訪れる外国人と一緒に楽しむ
活動

動

が中心
ほ）表はA′ト学校の研究開発案施報告番に基づいて，筆者が作風。

48．9％，61．6％であり，調査Ⅲでは62．4％，71．3％

の間で差が表れた項目を示している。調査Ⅲの

であり，その男女差は調査ごとに縮んでいるも

対象者の方が読み書き，会話に適応しているこ

のの，全体的に男子より女子の方の有用性の評

とがわかる。例えば，中学校になって急に増え

価が高い傾向みられる。一方，男子の場合，調

査Ⅰと調査Ⅲの有用感の差ほ29．6％もあり，

る読み番き，暗記，テストヘ適応，英語を使っ
て活動したり，ALTの先生と話すことにも抵抗

小・申達携の英語力リキュラムの有用性をかな

感が少ない。この傾向からみれば，英語科カリ

り高く評価している。これは中学校英語学習と

キュラムを経験した生徒の方が，現在の中学校

視点から見ると，国際理解中心の英語力リキュ

英語に適応しやすい特徴を示している。ただし，

ラムは男子にはあまり効果がみられないことを

「英語で話したり，活動するのが好き」の項目で

意味するだろうか。また，4件法の回答の結果，

は，調査Ⅱで男女の有用感の差が27．5％もみら

「まったく役立ってない」の割合を順にみると，

れた（男子が27．3，女子が弘．6％）。これは小学

調査Ⅰでは，24．0％，調査Ⅲでは20．2％，調査

校の英語カリキュラムの遠いが男女差を広げる

Ⅲでは10．3％で，小・申達携のカリキュラムを

恐れがあるということだろうか。そこで次に，

受けた生徒たちの有用性の評価が高い傾向を示

英語の才支能面から有用感の差異を調べてみた。
〈表3〉は，中学校1年生に進級した当初，英
語の授業を難しいと感じたか，その程度を尋ね
た結果である。ここに示す通り，全体的に調査
Ⅲの結果の方が，すべての項目で牡しさ感じる

した。

〈図1〉は，中学校英語学習への意識を尋ねた

12の項目のうち，「とてもそう思う」と「まあ
そう思う」の回答率において，調査Ⅰ，Ⅱ，Ⅲ
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上段は翻査Ⅰ、中段は調査Ⅱ、下段は調査Ⅲ
①小学校で英会話をやったのが役にたっている

②むずかしくて、ついていけない
③ALTの先生と英語で話すのは、にがてだ
④聴いたり話したりするより、読み審きするのが好き
⑤外国人との交流がないので、話す機会がない
⑥英語の時間が楽しみ

⑦英語で話したり、英語をつかって活動するのは好き

．9

28．5

図1 中学校英語学習への意識傾向の差異一調査別一
往）数値は百分比。図のグレーの部分は「とてもそう思う」，白い部分は「まあそう思う」の百分比。

表3：中学英語初期に感じた困難度一調査別，習熟度別−
調査Ⅰ 調査Ⅱ 調査Ⅲ 基礎 発展
発音

56．3

51．0

46．2

46．4

36．7

ALT

51．0

53．7

49．7

65．2

33．4

聞き取り
テスト

62．1

50．2

44．0

77．7

68．5

59．1

49．2
66．6

33．3
33．3

長文

79．0

73．4

63．7

69．6

53．4

文法

75．5

70．1

64．8

75．4

46．7

技）数値は「とても難しい」＋「わりと難しい」の百分比。ALTと
は「ALTとのやりとり」，長文とは「長文の読解」。

度合いが減少している。ただ，調査Ⅱでは「読

果が，「聞き取り」へ現れているのであろうか。

み書き」と関わる項目で錐しさを感じなくなっ

そこで，各項目を性別にクロス分析にかけてみ

ている。「会話」と関わる項目の中では，発音，

た。

ALTとのやり取りは調査Ⅰより若干難しく感じ

く表4〉は男女差が10％以上みられる項目で

ているものの，「聞き取り」へ適応しやすくなっ

あるが，聞き取りと長文の読解を難しいと感じ

ていることがわかる。また，調査Ⅲでは各項目

る比率が，調査ごとにより低くなっているもの

を習熟度コース別にクロス分析をかけてみた。

の，男女差がみられる。調査Ⅱでは全体的に女

すると，発展コースの生徒たちは「会話」と関

子の方が難しさを感じる度合いが低くなった傾

わる項目には難しさを感じない。文字学習の効

向がみられ，調査Ⅲでは男子の方にその傾向が

表4：中学英語初期に感じた困牡鹿一調査別，性別−
発音
調査 ロ
男

66．6

64，1

聞き取り

ALで

Ⅱ Ⅲ

44．1

53．2

57．5

長文の読解

Ⅱ Ⅲ

Ⅲ Ⅱ【

55．9

67．4

61．9

Ⅱ Ⅲ

48．4

80．1

80．6

66．7

女 47．1 55．2 47．5 49．0 50．0 44．6 57．6 38．9 39．6 77．8 66．9 61．4
差 19．5
11．3
23．0
注）数値は「とても難しい」＋「わりと難しい」の百分比。「差」とは，男女の比率の差が10％を超えるものを表す。
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13．7

みられる。特に，調査Ⅲでは聞き取りに関して
は，女子の方に効果がみられる。これは，すで

59．7％，72．4％，外国人との交流が55．8％，

に小学校の段階で英語技能面において男女差が

ゲームが44．5％，57．4％で，両調査とも文字学
習に最も有用感を感じている。特に，他の学習

57．7％，外国人との会話が弘6％，59．7％，歌・

生じていることを示す。〈図1〉の「英語で話し
たり，活動するのが好き」の項目と照合してみ
ると，聞き取りが難しい男子は，英語で会話す
ることも苦手である傾向がみられる。調査Ⅲで
その男女差が低くなったのは，本格的な文字学
習の導入と関係があるのではないだろうか。小

経験に比べて，文字学習の経験は調査Ⅲで
12．7％も高い有用感を与えているのがわかる。

その中でも，注目してほしい項目は，読み審き
の項目ではなく，「②英語で聞く・話すことがし

やすくなった」の項目で，調査Ⅲで64．2％，調

学校で経験した英語カリキュラムは，中学校で

査Ⅲで74．5％，発展コースで86．2％と，卒業生

英語の情緒面だけではなく，技能面にも影響を

たちが文字学習を受けて会話への効果を高く実

及ぼしていることがわかる。語学はどちらかと

感している。これは，適切な時期での文字学習

いえば女子の方が得意な科目であることを考え

の導入は，会話への積極性に一番影響を与える

ると深刻な問題である。

ことを明確に表している。

次に，卒業生が文字学習の成果をどう評価し

それでは，文字学習を繚験した卒業生たちは，

ているかを，彼らの回顧的な評価の結果からみ

いつから文字学習を始めた方がいいと思ってい

てみよう。〈表5〉は調査Ⅲで卒業生たちが小学

るだろか。〈衷6〉は調査Ⅲで文字学習の導入時

校のとき経験した「文字学習，外国人との交流，
外国人との直接会話，歌・ゲーム」を振りかえ

期について尋ねた結果である。全体からみると，

て評価した結果である。全体的にどの活動に有

とが有益であると評価している。男女別，英語

生徒の85．2％が小学校から文字学習を始めるこ

用感を感じたかを各項目の肯定率の平均値から

の成績別（4）にみると，その開始時期は分かれる

みると，調査Ⅱ，調査Ⅲの順に文字学習が

傾向がある。特に注目すべきことは，中学校英

表5：小学校英語学習の回顧的評価一調査別，コース別−
学習経験

調査Ⅱ 調査Ⅲ 発展

評価項目

文字

1．単語を覚えられるようになった

59．5

75．7

82．8

学習

2．英語で聞く・話すことがしやすくなった

64．2

74．5

86．2

3．英語の歌詞を読むことが多くなった

72．4

55．5 67．2※

4．英語のリズムをわかるようになった

56．4※

74．7※

歌、
ゲーム

5．外国人が話すスピードで英語を詣・そうと努力

36．2

6．学校で習った英語の歌を、家で歌ったことがある
7．分かり合うためには、英語の勉強が必要だと思った
90．0

49．0

40．0※

72．7※

48．5※

71．1

80．0
50．0
70．0

83．3

8．人と接するとき、マナーにも気をつけるようになった 70．8※ 70．1※

外国人との
60．0
12．交流した人の国のことを、調べたことがある

30．4

13．自分の英語が通じて、うれしかった

77．3※

外国人との

39．2

74．5

直接会話

77．2
76．7

44．3※

56．7
86．6
76．7

53．9

66．7
66．7

16．声のトーン、イントネーションを意識

44．4

51．3※

17．新しい表現を覚えて、試してみた

60．0

32．5※ 39．4

注）数値は「とてもそう思う」，「まあそう思う」の百分比。※は男女差が10％以上のもの
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表6：文字学習の導入時期への要望慶一調査Ⅲの場合−
全体 男子 女子 0〜60 61′−80 81〜100

小1 43．8 48．1 39．7 48．1 42．0

37．7

小4

44．9
17．4

41．1

31．9

50，0

34．1

5軋6

中学校 14．8 20．0 10．3 17．8 7．4

（数値は百分比）

語への不適応の傾向を示している男子と，英語

う。調査Ⅱと調査Ⅲの対象者が学んだ内容はそ

の成績が低い生徒たちの場合，小学校低学年か

れほど変わらない。ただし，英語科カリキュラ

ら文字学習の導入を強く望んでいる。彼らの多

ムになることでその比重の置き方が弱くなって

くは小学校での英語を，知識とスキルの学習と

いるだけである。一方，「発展コース」の場合，

して捉えている傾向がみられる。一方，調査Ⅲ

調査Ⅱ，調査Ⅲと比べて，全体的に小学校英語

では，文字学習の導入時期について，小学校1

活動に対し，有用性の評価が高い傾向がみられ

年生からが61．8％，小学校4年生からが32．3％，
中学校からが5．9％で，男女別，英語の成棟別に
みても，その開始時期は同じ傾向で，94．1％が

的な学習の段階に至っている。特に，外国人と

小学校から文字学習を始めた方が有益であると

態度と外国人とのコミュニケーションの基礎に

る。5割以上の生徒たちが⑫，⑰のような発展
の交流により，9割の生徒たちが物怖じしない

評価している。調査Ⅱでは，導入初期の部分的

なるものを身につけていることが分かる。これ

な文字学習の経験が1年から3年間でばらつき

は，英語学習に肯定的な態度と異文化意識には

があるが，調査Ⅲではすべての生徒たちが3年

相補的な関係があることを示している。

間の本格的な文字学習を経験している。このよ
うに，体系的な文字学習を樫験したほとんどの

置づけが生徒たちの異文化意識にどのような影

生徒たちが小学校からの文字学習の導入に賛成

響を及ぼすのか，異文化への意識傾向を分析し

それでは，カリキュラム上の異文化学習の位

しているのをみると，小学校英語カリキュラム

てみた。〈表7〉に示す通り，「異文化への関心

においてアルファベットの読み審きを適切な時

度」と「異文化間コミュニケーションへの積極

期に導入することを考えるべきである。

性」の項目に関しては，調査ごとに高く評価し

3−2．外国人との直接交流の影響
次に，外国人との直接交流による異文化学習

ている。英語学習の充実がこれらの項目に影響

を与えることである。しかし，「異文化意識」と
「英米文化偏重」の項目では，その傾向はみられ
ない。例えば，「英語の重要性（⑬）」に村する

は彼らにどのような影響を及ぼしているかを検

討する。卒業生に回顧的に尋ねた結果，外国人
との直接交流と会話の効果は，〈表5〉をみるか
ぎり，「英語学習への動機づけ，コミュニケーシ

認識は調査Ⅱで一番高く評価されているが，そ
れが他の外国語への学習意欲の増進にはつなが

じしない態度」を身につける上で有効である。

らないようである。むしろ，「英語偏重（⑥，⑬）」
に影響を与えている。また，「英米文化偏重（④）」

ただ，交流した人の国について調べたり，深く

の傾向が明確に表れている。カリキュラム上の

考えてみるといった発展的な学習の段階までに

異文化学習の位置づけが生徒たちの異文化意識

は至ってない。そ・の理由としては，彼らが小学

の差を生み出す一因になっているようである。

ョンの基礎，発信力，外国人に対面する時物怖

校で経験した英語科のカリキュラムの影響が考

これは，大津（2004）が小学校から英語教育を

えられる。A／ト学校の卒業生が経験した異文化
学習は，「校外で外国人と直接英会話する」，「外
国人ゲストを招待して触れ合う」，「ALTと仲良

国際理解教育と結びつけることは英語優越主義
の拡大を招くと警鐘を鳴らしたのと同じ傾向で

くなる」といった活動が主な内容であり，特に

原理に支えられ，競争に勝ち残るための英会話

多文化学習を意識したものではないからであろ

能力が主眼となっており，多言語・多文化主義

ある。これと関連して，書付（2005）が「哉争
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表7：異文化学習関連項目の肯定率×調査別

＜異文化への関心度＞
①身ぶりへの関心

23．9

28．2

38．1

②英語以外のことばへの関心

43．2

50，2

60．3

73．6

78．4

79．9

＜英米文化偏重＞
④外国人の友だちは、英語圏の人がいい

48．3

60．8

73．2

⑤文化の多様性を理解

69．9

55．6

58．7

⑥将来外国語の勉強は英語だけでいい

37．5

39．9

44．3

⑨地図をみながら因っている

84．9

84．0

91．0

⑲外国人に英静で話しかけられたら

50．9

59．1

64．4

⑪他の外国語も学校で学んだ方がいい

41．2

29．2

36．1

⑫日本の伝統文化を学ぶことは大切

52．9

78．4

84．5

＜異文化間コミュニケーションへの頼極度＞

＜異文化意識＞

⑬英語さえわかれば、世界どこの人とも交流できる 36．2 58．6 56．2
往）数値は「とてもそう思う」＋「まあそう思う」の百分比

や共生原理に基づく要請によるものとは考えに

「英米文化偏重」にならない小学校外国語活動を

くい」と現状の英語教育について述べているが，

目指していることをよく表している。

外国語二英語という発想を生徒たちに植え付け

次に，英語学習と異文化学習の関連性を調べ

ることにならないように教育政策レベルもしく

るために，英語学習への態度を尋ねた12項目の

はカリキュラムレベルで考えるべきである。例

中で唯叫悪い傾向がみられた「英語の時間が楽

えば，韓国ほ第7次教育課程から小学校英語に

しみだ」の項目に注目する。その肯窯率は，調

文化的要素を加えるが，その言語を話す文化と

査Ⅰと調査Ⅲとも約28％で，調査Ⅲでは37．6％

して文化的要素を捉えている。つまり，英語な
ら英米文化，日本語なら日本文化になる。その

であるが，4件法の回答の結果「まったくそう
思わない」の比率は，調査Ⅰでは29．3％，調査

場合にも，中等教育における多様な外国語教育

Ⅲでは33．6％，調査Ⅲでは23．7％であった。そ

政策が生徒たちの異文化意識の偏りを是正する

こで，中学校の英語への不適応者を減らすには

役割を果たしていることに注目すべきである

どのような工夫が必要かを明らかにするために，
調査Ⅱと調査Ⅲで生徒たちに「楽しいと感じる」

（金，2003）。

英語授業の特徴を尋ねてみると，英語学習と文

日本でも2008年3月の小学校学習指導要領告
示とともに，外国語活動のためにつくられた

字学習と異文化学習の一定の関連性が明らかに

『英語ノート（試作版）』には，多文化・多言語

なった。

すなわち，〈表8〉によれば，平均的にみると

を意識した内容が含まれている。例えば，第5

学年のLesson3の「Howmany？」を使った活

小・申達携の英語力リキュラムを受けた生徒た

動では，「いろいろな言語で じゃんけん をし

ちの満足度が高い傾向がみられ，調査Ⅲ，調査

てみよう」が体験的国際理解として取l）上げら

皿とも，「英語のゲーム」，「教科書を利用した授

れているが，英語ノートの附属CDには英語以

業」を望んでいることがわかる。しかし，成績

外にスペイン語，日本語，フランス語，中国語，

別に分析すればその満足度にばらつきがみられ

韓国語で収録されているt3）。これは日本でも

る。すなわち，調査Ⅱの場合，成績が6卜80点
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表8：英語授業への満足度一調査別，成績別−
調査Ⅱ 調査Ⅲ

調査Ⅲ

調査Ⅱ

0〜60 61〜80 81′−100 0〜60 61〜80 81〜100

①教科書やプリント 秘應 lニ 5軋9 略6 由．卑 6軋6 5さ．9 8き．￠
脚力 了二1 4 習．3 丁烏，，8

②英語のゲーム

③英語で話せたとき

朋庚

朗牒

ヰ乱9

55．1

邑g．寧

頓寧．寧

88．8
58．9

紘7．9

57．2

75．3

74．1

④外国の話を聞く

48．6

52．4

41．2

47．6

82．さ

43．1

47．3

⑤ALTの授業

47．4

52．1

42．4

51．2

52．2

33．4

48．2

65．9

57．2

62．5

52．7

62．2

59．4

53．7

55．9

72．0

平均

61．2

注）数値は「とてもそう思う」＋「まあそう思う」の百分比。グレーの部分は上位3つの項目。

の生徒たちが，調査Ⅲの場合，成績が81、100

満足度を表している。彼らは小学校で本格的な

点の生徒たちが山番英語の授業への満足度が高

文字学習を開始したカリキュラムを3年間，

い。特に，成績がいいほど教科書中心の授業を

小・中連携の英語カリキュラムを小・申合わせ

望む傾向がみられる。しかし，調査Ⅲで高い満

て5年間経験してきた。中学英語にも適応し，

足度をみせた異文化学習関連の授業が，調査Ⅲ

英語の授業にもバランスのとれた興味をもって

では満足度が山番低い。このように異文化への

いる。発展コースの生徒たちは，異文化意識の

関心が低くなる原因を探る必要があるが，それ

面でも差がみられたが，それは英語の授業にも

は，カリキュラム上の異文化学習の位置づけが
生徒たちの英語学習の満足度に影響を及ぼして

影響を与えているようである。さらに，異文化
学習に一番高い割合を表しているのをみると，

いるからであろう。同じ内容の異文化学習を経

異文化への関心は英語学習への関心を促してい

験した生徒たちの英語授業に対する感じ方にこ

ることが推察される。小学校英語力リキュラム

れほどの差が生じている点は，カリキュラム上

における異文化学習の位置づけは異文化意識の

でその比重の置き方を変えてきた文字学習と小

質に影響を与え，異文化学習が英語学習への意

中速携の英語カリキュラムの成果でもある。し

欲を間寺妾的に高める要因になっている。

それでは，「生徒たちに分かりやすい英語授業

かし，両調査とも成績が0〜60点の生徒たちの
英語の授業の感じ方にもこれほどの差が生じて

の工夫を自由記述で尋ねた結果によると，調査

いる点は深刻な問題である。

Ⅲの場合，「ゆっくりと，分かりやすく，楽し
く，もっとゲームを，プリントを活用，映画を

そこで，調査Ⅲのコース別の満足度をみると，
〈図2〉のような傾向がみられた。発展コースの

利用，ALTを活用してほしい」が男女共通の

場合，異文化学習とALTの授業を一番楽しく

多数意見である。男子の場合「単語練習を充実，

感じていて，学習内容別にばらつきのない高い

単語の使い方を説明」，女子は「少人数で，身近

節点

3丁．フ

T

せたとき

L

ー64−

英語で指

A

外国の話

ゲーム

教科書

図2：英語授業への満足度−コース別一
往）数億は「とてもそう思う」＋「まあそう思う」の盲分比

なことを利用し，応用問題，外国の文化，食べ

う点である。さらに，適切な時期の文字学習の

物，リスニング，発言機会を増やす，反復，復

導入が「会話」と関わる基礎的部分に影響して

習，整理，身ぶり・手ぶり，TTの活用」とい

いることが明らかになった。二つは，カリキュ

う意見がみられた。すなわち，男子はしっかり

ラム上における異文化学習の位置づけ，つまり

文字学習が身についてないせいか知識としての

その比重のかけ方と単元構成が，生徒たちの異

英語学習を望んでいる傾向があり，女子はスキ

文化意識の傾向に影響を与えていることである。

ルだけではなく多様な文化への関心に応えてく

異文化学習が中学校英語学習への意欲を高める

れる教育方法を望む傾向がある。一方，調査Ⅲ
の場合，調査Ⅱと同様の意見が多数であるが，
「文法の説明をしっかりしてほしい，単語，英文

潜在的な要因になっているが，そうならない生

徒たちの原因を解明する必要があり，中学校英
語でもその村策を考えなければならない。

をもっと読み書きしたい，単語の意味，使い方

これから小学校英語カリキュラム開発は，文

を敢えてほしい，英文と和訳を照らし合わせる」

字学習の導入とともに小・中の連携による系統

といった意見が多数みられた。また，調査Ⅱで

性を考慮すべきである。特にその際，体験中心

多数みられた「異文化学習，外国人との交流」

の多様な異文化学習をベースに小学校英語カリ

に関わる項目は，調査Ⅲでは一一一人だけの女子が

キュラムの役割を考慮し，異文化間コミュニケ

「実際学校で習ったことを試してみる機会として

ーションの基礎になる要素を具体的に目標化し

外国人との交流を増やしてほしい」の意見を出

ていく必要があると考える。

した。やはり，調査Ⅲと比べて調査Ⅲの生徒た
ちは，知識として英語学習を望んでいる傾向が

注

みられる。異文化的な要素の比重が弱くなった

（1）http：／／www．bunkei．co．jp／eigo／matuO6．

分，スキル中心の英語学習になっていくことが

html（2008年9月27日）

明らかになった。

（2）「英語圏へのホームステイや海外に行って，

既存の中学校英語授業の中で，これらの問題

英語体験を楽しめる最低限レベル」である。

にどれだけ対応できているかは疑問である。や

（3）松川碓子，大城賢共著（2008）『小学校外国

はり，カリキュラム改善の課題とLて取り組む

語活動実践マニュアル』，旺文社，78−120頁に

必要がある。また，異文化学習については，異

詳しい。

文化を親しむ多様な学習の必要性を感じている

（4）ここでの成磯は，自己評価による成績である。

教員は多いが，工夫の仕方がわからない場合が

（5）筆者は，調査工，Ⅲの結果を2004年7月に教

多い㈲。これらは，小・中学校英語力リキュラ

職員43人に報告した後に，英語学習における男

ムの一貫性の問題として工夫されなければなら

女差と英米文化への偏りに関する質問紙調査を

ない。すなわち，それは小学校段階から中学校

行った。その結果，65％の教員が英語学習での

段階への学習の連続性をどう生み出すかという

男女差を感じており，鋸％の教員が各授業の中

課題である。そのとき「異文化学習」は英語学

で先生が工夫すべきだと考えている。

習への動機づけの一つの鍵になるはずである。
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AnEmpiricalStudyontheChangeandIn鮎ence
OfEnglishCurriculumsinPrimarySchool

Hyun−Sook KIM
ThepurposeofthisstudywastoclarifytheeffectofvariationsinPrimarySchooIEnglishcurriculums．
PrimarySchooIAgraduatesweretrackedthreetimesandthegatheredinformationwasanalyzedinregardto
twoaspects：teXt−basedlearninganddirectinteractionwithforelgnerS．
InJapan，foreignlanguageconversationwasintroducedtothe

PeriodforlntegratedStudy

ofprimary

SChooIsin2002forinternationalawareness．TheNewPrimarySchooIEducationGuidanCeannOunCedinMarch
2008requlreSanhourof

foreignlanguageactivities

everyweekfor5thand6thgradestudents．Theirbasic

approachtoPrimarySchooIEnglishhasnotchangedverymuch．Ifso，Whathasbeenthee触ctofJapan

s

PrimarySchooIEnglishprogramsforinternationalawareness？

ThelatestissuespertainingtoPrimarySchooIEnglisheducationinJapanare「textqbasedlearning」，

「afaliationwithmiddleschooIs」，and「trainingofteachers」，butthisstudyfocusedontheissuesof「texトbased

learningJand「directinteractionwithforei卯erS」．Researchoncurriculumswouldcontributetoelarifyingt

e鮎ctofvariationsinPrimarySchooIEnglishcurriculumSOneducationaloutcomes．Thisstudyfocusedon

Characteristicsofcurriculumstoanalyzetheirin仇1enCeOnStudentattitudes，interests，andattentiveness

COmParisontotheoldcurriculumtheyexperiencedinprlmarySChooIs．Forthispurpose，thePrimaryScho

graduates，Whohadexperienced「interculturalcurriculums」，「Englishcurriculumswithpartialtexトbase
leaming」，and「affi1iatedEnglishcurriculumswithmoretext−basedlearning」，WereCOmParedandanalyzed
relatestothevariationsincurriculums．
Asaresult，tWOCOnClusionshavebeenmade：釦st，teXt−basedlearningmakesiteasyforstudentstoadjust

toMiddleSchooIEnglishbecausetext−basedlearningstrengthensthebasicsthatarerelatedto「conversation
Skills」．Second，theplacement−theweightandchaptercomposition−Ofinterculturallearningwithinthe
CurriculumSi畑uencesstudents
motivatestudents

interculturalawareness．InterculturallearnlnglSafactorthatcanpotentially

attentivenesstoMiddleSchooIEnglish，butitisnecessarytoexplainwhysomestudentsare

notmotivated．
PrimarySchooIEnglishcurriculumsinthefutureshouldintroducetext−basedlearnlngandconsider
COnSistencywithafaliatedmiddleschooIcurriculums．Whendoingso，itwouldbenecessarytoclarifytherole
OfPrimarySchooIEnglishbasedoninterculturallearningtospecifyitsob5ectives．AIso，educatorswhocreate

thecurriculumsmustthinkaboutthegoalofinterculturallearnlngandintroducevariousformsofintercultura1
1earnlng．
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