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研 究 目 的

　自由記述型の回答を収集し，それらを吟味する方法
の ₁つとして，豊田・大橋・池原（₂₀₁₃）や大橋・豊
田・池原（₂₀₁₅）の提案による捕獲率の計算が挙げられ
る。捕獲率とは Schnabel （₁₉₃₈） や DeLury （₁₉₄₇） と
いった古典的な資源量推定の計算方法を知見の収集の
飽和度を測る指標として応用したものであり，この手
法は，得られた自由記述型の回答をKJ法（川喜田, ₁₉₆₇）

によって個々の知見としてまとめた際に，収集済みの
手元の知見の種類数が，推定される知見の母集団のサ
イズと比較してどれほど飽和しているかを指標化した
ものとされている。また捕獲率は，研究者が予め用意
できる回答パターンを上回るような非常に多い種類の
回答が得られることが想定される場合や，後にリッ
カート尺度といったクローズド・クエスチョンの調査
票を作成するための予備調査として自由記述型の回答
を採用した場合に，収集した知見の網羅性を把握でき
るという点で有用である。しかしながら自由記述を
扱った分析においては，捕獲率という概念はまだ新し
く，使用される機会も既存の研究においては少ない。
自由記述の知見の網羅性について，このような推測手
法が提案されていることから，この手法を援用した研
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学生が望む大学におけるよい第二外国語教育
――ある私立大学生における自由記述データと捕獲率を用いた分析から――
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　本研究では，大学教育における第二外国語に対して，学生が何を望んでいるのかの調査，分析をある
私立大学内で行った。その際には，大学で中国語，ドイツ語，スペイン語，フランス語，朝鮮語といっ
た第二外国語を履修する ₆₂ 名の自由記述型の質問項目の回答を用いて，捕獲率による知見の収集率の
確認と，得られた知見の吟味，考察を行った。その結果，（a）実用的な授業，（b）学習者にとって困難
な点の把握，（c）コース設計に対する考慮の重要性が明らかになった。また，調査用紙のフェイス項目
を用いて協力者をサブグループに分類し，より詳細な層ごとに捕獲率を計算した。この試みにより，留
学や仕事で外国語の使用を志望していない学生でも実用性を求めていることが確認された。
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究が広く待たれるところである。
　本研究では，豊田他（₂₀₁₃）や大橋他（₂₀₁₅）の捕獲
率から，もう一歩踏み込んだ分析を試みたいと考えた。
具体的には，回答者へのサブグループの設定である。
この ₂つの研究では，個々の調査対象から，それぞれ
₁つの捕獲率を計算し，考察を行っていた。本研究で
はまず，調査対象となる協力者全体に捕獲率を計算し，
調査項目における知見の収集が十分であったかを検討
したい。そして，収集が十分であったことを確認した
後に，続いてフェイス項目を用いて調査対象をさらな
る小グループとして分類し，小グループの中でも捕獲
率が高いかどうかを検証する。その適用例として，本
研究では，第二外国語教育における，学生が望む「よ
い」外国語教育とは何か，というテーマについて検討
した。
　今日までの外国語教育学研究においては，フランス
語教育，中国語教育など言語ごとの第二外国語教育に
関する研究は多数存在しているが，第二外国語につい
て横断的に調査した研究は数少ない。そのような中で，
高嶋・大橋（₂₀₁₆）では，各言語を教授する教員に対し
て横断的な調査を行い，各言語の学習指導において挙
げられる「よい外国語教育」の姿について考察を行っ
た。そしてその結果，各言語において共通する「よい」
外国語教育像の一端が見出された。この研究の特徴と
しては，横断研究であることが挙げられる。
　横断研究を行ったことについては，現在の我が国の
大学教育における，₁年次からの第二外国語教育を行
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う環境が関連している。複数の第二外国語から学生が
いくつかを選択し，履修するという体制を取る教育機
関は少なくない。このため，このように類似した環境
の中で学習指導を行うにあたり，様々な第二外国語の
間で共通する教育上のポイントとなる知見を抽出する
ことができれば，次の点で有益であると考えられる。
　第一に，共通する知見が得られることで，言語間で
共通の学習指導上の履修者のニーズを指摘することが
できる点である。また第二に，英語と比較して履修者
や研究例の少ない第二外国語に関して，これらの横断
的な知見を各第二外国語教育研究者が比較することで，
当該の第二外国語に独特の注意点を見出す研究に寄与
できる点である。先述した現在の大学環境においては，
すべての学生達が当該の第二外国語を履修することを
目指して入学してくるわけではない。クラスの中には，
非常に向学心のある者もいれば，そうでない者もいる
だろう。そのような類似した現場の中で，自身が指導
する言語以外の学生から上がる意見を横断的に知るこ
とで，教育者は同様な問題を共有し，整理することが
可能となり，その対処法を他の言語の教育者に伝える
ことも可能となる。共通する問題の発見と確認は，第
二外国語教育の発展に資するだろう。教育心理学の分
野においては，例えば学習時の再活性化量を分散効果
の原因と捉え，この知識を活かした教育実践とその効
果を示した水野（₂₀₀₂）や，認知科学的研究を教授する
ために実践した新た教授方法の成果について報告した
益川（₂₀₀₄），英語科の教育においてWBT （Web-Based 

Training） を取り入れたブレンド型の授業の効果を検証
した藤代・宮地（₂₀₀₉）など，学習に対する新たな教授
法の開発と教育効果の測定といった研究が行われてい
る。このような学習効果に関する研究仮説を生成する
根底には，教育現場における現状の把握と，問題の整
理と提起が不可欠である。本研究で得られる知見は，
第二外国語教育という分野における現状の問題の共有
という観点からも，有用な資料となるだろう。そして
第三に，今後ますますグローバル化が進み，それに対
応して個々の大学教育が細分化する中，新たな第二外
国語の講座を開設しようとする際に，既存の第二外国
語共通の指導上の知見を踏まえることができれば，全
く経験のない指導より効果的な学習計画を組むことが
できる点でも有益といえるだろう。
　教育者を対象とした高嶋・大橋（₂₀₁₆）では，学生側
の意見には踏み込んでいない。授業は教員と学生との
相互関係によって成立することから，教員側だけでな
く，学生側からも意見を集約すべきである。よって本

研究では，第二外国語教育における学生側からの知見
の収集を行った。知見は主に自由記述形式の質問項目
を用いて収集し，その内容として「学生が望む大学に
おけるよい第二外国語教育とは何か」を調査した。「よ
い」外国語教育という概念は人によって大きく異なり，
一見曖昧に取られがちである。このような問に対して
多肢選択型の回答を求めると，予め設定された画一的
な選択肢が選ばれてしまったり，選択肢にない「その
他」の項目が多く得られたりして，既存の多肢選択型
の回答に対する分析手法が適用しづらい。このため，
このような質問に対しては自由記述型の質問が有効で
あると考えた。
　また，本研究においてサブグループを設定した理由
は以下である。例えば教室の中には，今後就職した先
で第二外国語を用いることを志望しているグループや，
第二外国語を活かした留学を考えていないグループ等，
様々な学生達が混在していると考えた方が自然である。
このような状況の中で，おそらく学習指導者は，これ
までの教授経験を活かし，これらの様々なグループに
ついてある程度把握をした上で，そのバランスを見て
全体のニーズを満足させるように努めて教授している。
この状況は，クラス全体というグループの中に，各特
徴を持った小グループが存在している状況に近い。サ
ブグループを設定した理由は，このような状況に対し
て，収集された自由記述に含まれている知見の種類の
範囲で，大きなグループから小さなグループへと考察
をどこまで進めても良いかどうか，その判断を捕獲率
を以て行うためであった。
　以上より本研究では，大きく ₂つの研究目的を立て
た。第一に，サブグループまでを見越した上で，自由
記述型の回答に捕獲率の計算を応用する，一連の分析
手順を提案すること，そして第二に，その手法の適用
事例として，第二外国語を学ぶ学生を調査対象に，彼
らが望むよい第二外国語教育は何なのかを自由記述型
の回答から明らかにすること，これらを念頭に本研究
を行った。
先行研究
　中国語学習に関する意識調査を実施した水原（₁₉₉₇）
は，中国語を学ぶ大学 ₁, ₂ 年生 ₁₅₃ 名から，旅行で困
らない程度まで上達させること，媒介語として日本語
を授業で使うこと，テープ学習やテキストも活用し発
音や会話を中心とした参加型の授業といったニーズが
あることを報告している。この調査では，多肢選択型
の回答を使用しているため，回答に制限はあるが，中
国語を履修している学生の意見が，多岐にわたる設問
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をもとにまとめられている。陶（₂₀₁₄）では，₁年間中
国語を学んだ学生 ₃₂₈ 名を対象に，中国語学習に関す
る記入式アンケートを行っている。結果から，多くの
大学生は会話学習への要望が強いこと，発音，声調，
音節のリズム，イントネーション，読み方などが困難
であることなどを報告している。ただ得られた回答へ
の詳細な分析方法が述べられていないため，不明確な
点もある。
　韓国語（朝鮮語）教育に関する研究においては，₃₁₂
名の大学生への意識調査を行った金（₂₀₀₉）があり，第
二外国語として履修する学生からは“発音”が難しく，
専攻として韓国語を学ぶ学生からは“敬語”や“文法”
など言葉の活用が難しいという意見が述べられている。
また，要望としては「わかりやすい学習法」が多かっ
たが，具体的な「わかりやすさ」に関しては述べられ
ておらず，追究が必要なところである。この研究では，
第二外国語として韓国語を履修する学生と，専攻とし
て韓国語を学ぶ学生が調査協力者として回答しており，
それぞれの類似点・相違点を見比べられる結果となっ
ている点に独自性があるといえる。都（₂₀₁₃）は大学の
新規学習者・継続学習者 ₅₆₆ 名に選択型・記述型の韓
国語学習に関する意識調査を行っている。結果から，
目標とするレベルとして，新規生は“旅行に役立つ程
度”が多いのに対し，継続生は“新聞・雑誌・小説・
ネットが読める”“韓国人と日常会話ができる”“ドラ
マ・映画鑑賞ができる”など実践的な目標が多いこと，
困難な点として新規生は“合成母音”“発音”“パッチ
ム”“発音変化”が多い一方，継続生は“単語”“合成
母音”“聞き取り”“文法”などを挙げており，学習が
進むにつれ，その傾向が変わることなどを明らかにし
ている。このように，新規学習者・継続学習者別に回
答が分析されている点がこの研究の独自性であり，困
難な点においては先述の金（₂₀₀₉）とも類似性が確認で
きる。他にも韓国語を学ぶ大学 ₁― ₄ 年生 ₃₅ 名に対し
てビリーフ調査を行った崔（₂₀₁₆）では，反復練習や発
音練習を重視していること，韓国語と日本語は文法的
に似ていて，文法や語彙の学習が重要だと捉えている
こと，旅行などで使用したいと考えていること，学習
に関する自立性はそれほど高くないことなどが確認さ
れた。既に多くの先行研究で見られているように，“会
話”“旅行で使える”などは非常に多いニーズであるこ
とがわかる。
　大学の初習クラスを中心とするスペイン語学習者
₂₃₁ 名に自由回答式で調査した仲道（₂₀₀₃）では，授業
に要求することとして，回答が多い順に“簡単な日常

会話”“スペイン語圏の文化・習慣・社会”“楽しい雰
囲気での学習”“実用的なスペイン語”などが見られ
た。またスペイン語を学ぶ大学 ₁年生 ₁₁₃ 名に選択肢
型で調査した岡田（₂₀₀₇）では授業で重視する項目とし
て，“挨拶などの身近な表現”への回答が ₈₅％ともっ
とも多かったと報告している。このように，調査法や
分析法などが違っていても先の ₂つの研究では“簡単
な日常会話”“身近な表現”のように類似したニーズが
寄せられている。大学 ₁年生 ₁₈₄ 名を対象に ₅件法で
スペイン語学習の困難さの調査を行った濱松・小野田
（₂₀₁₄）では，単語や文法が難しく，聞き取りがそれに
続き，発音がもっとも低かったと報告している。確か
にスペイン語の表記は，日本語のローマ字表記に似て
いるが，これらの傾向はスペイン語教育ならではの結
果なのか，追究が必要なところである。
　他の西洋言語としては，フランス語を履修する大学
₁年生に対して意識調査をした姫田（₂₀₀₀）がある。こ
の調査では，成績上位群と下位群それぞれ ₁₀ 名ずつか
らフランス語学習に関する質問をさまざまな観点から
行っている。下位郡と比較した結果，上位群からは，
“聴覚型の学習スタイル”“曖昧さに対して寛容”“グ
ループ学習を好む”という傾向が見られた。しかし姫
田も述べているように，インフォーマントが少なく，
統計処理も行っていないため，これらが一般的かどう
かは明らかでない。他にも，大学入学以前に第二外国
語としてフランス語あるいはドイツ語を学んだ大学生
₁₇₁ 名を対象に，高校・大学間の連関に関して調査を
行った治山・平高・境（₂₀₁₄）の研究が存在する。₅件
法による意識調査の結果から，フランス語学習者，ド
イツ語学習者から「高校で簡単な読解力が身につき，
大学では ₄技能を伸ばしたい」という要望があること
が確認された。しかしこの研究では，あらかじめ決
まったクローズド・クエスチョンから回答を得ている
ため，知見や論点に漏れがある可能性もある。
　このように先行研究では，学生に対しクローズド・
クエスチョンを用いて，特定の言語の第二外国語教育
について調査した研究が多数存在する。しかし，西洋
言語・東洋言語を問わず多数の言語にまたがり，自由
記述データを全面的に用いた研究は非常に少ない。自
由記述形式の質問項目は，回答者の多種多様な意見を
より自然に収集することができるという利点を持つ。
ただし反面，得られたテキスト形式のデータは，多く
の場合，調査者が予め用意する選択肢の数を超える種
類の回答からなる場合が多く，分析をするためのその
後の処理が難しい。先行研究の研究者達は各言語に精
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通しており，その知識を活かして各言語の指導上にお
ける問題の捉え方や明らかにしたい改善点等を踏まえ，
調査を行っている。このため，クローズド・クエス
チョンを用いた場合でも，自由記述式の回答と同様な
知見が得られると考えられる。この点を確認し，調査
者がクローズド・クエスチョン，自由記述のどちらの
手法で研究を行いたいか，そのニーズに合わせた方法
論の確立ができれば有益であろう。このため本研究で
は，第二外国語教育の分野において，自由記述形式の
特徴を活かした質問項目を設定し，これを適切に分析
する方法論の一つの事例提示を試みる。

方　　　法

母集団の設定
　大橋他（₂₀₁₅）によれば，捕獲率における母集団は，
同質な集団における知見の集合を意味している。本研
究もこれに倣い，母集団を「ある私立大学生における，
よい第二外国語教育に関する知見の集合」とし，母数
は「知見の種類数」と設定した。ただし母集団から直
接的に数ある知見を抽出することはできない。このた
め，学生の自由記述の回答を通して抽出がなされると
考える。これは，元の水産資源学において，母集団が
「ある水域における魚の集合」であり，母集団から直接
的に魚を選んで抽出することができないため，釣り竿
や網を用いた漁獲を通して魚を獲り，母数を推定して
いることに由来する。
調査協力者
　日本国内の同一の私立大学で第二外国語を学ぶ大学
生 ₉₈ 名に，本研究が第二外国語教育に関する研究であ
ることを説明した後で，協力に同意した大学生 ₆₇ 名か
ら多肢選択型のフェイス項目を含む自由記述型の質問
項目を持った調査票に対する回答を得た。そして，回
答に欠損がみられた ₅名を除く ₆₂ 名から得た回答を分
析した。この大学は，我が国の大学の中でも，入試の
難関さからみて上位に分類される学力を要する大学で
あった。調査は ₂₀₁₆年 ₆月 ₁日から ₂₀₁₆年 ₆月 ₃₁日
までの期間に行った。調査に用いた調査票を資料に示
す。調査協力者の概要は以下のとおりであった。
・性別：男性 ₁₃ 人, 女性 ₄₉ 人
・年齢：₁₈―₂₁ 歳（平均年齢：₁₈.₆₅，SD：₀.₈₁）

・学年：₁年生 ₅₃ 名，₂年生 ₈名，₃年生 ₁名
・英語または第二外国語を用いた留学の希望：希望
者 ₂₆ 名，非希望者 ₃₆ 名
・英語または第二外国語を就職先で用いることへの
希望：希望者 ₁₃ 名，非希望者 ₄₉ 名

・英語の授業の受講開始時期：中学生より前 ₂₄ 名，
中学生以降 ₃₈ 名
・第二外国語の授業の受講期間：₁年未満 ₆₀ 名，₁
年以上 ₂名
・受講している第二外国語の種類：中国語 ₂₃ 名，ド
イツ語 ₁₄名，スペイン語 ₁₁名，フランス語 ₇名，
朝鮮語 ₇名

　データのサイズについては，大橋他（₂₀₁₅）では ₈₃
名を対象とした分析を行ったものの，慣例的な基準と
なる ₈₀％を越えている捕獲率を得るためには ₅₅ 人程
で十分であったことがFigure ₂ から読み取れる。また，
豊田他（₂₀₁₃）では ₅₁₈ 名分の分析の内，ブランドAの
調査が ₈₅ 名，ブランドBの調査が ₅₀ 名で ₈₀％に達す
ることが報告されていることから，今回の ₆₂ 名という
数も，これらの基準に照らして少なすぎるということ
はないと考えた。
　調査票のうち自由記述型の質問項目は Table ₁ にお
ける ₃問であった。各問共に，A₄ 用紙内の ₃― ₅ 行分
の自由記述による回答を求めた。
分析方法
　本研究では，大きく ₃段階に分けて分析を行った。
まず，自由記述型の質問項目に対してKJ法を用い，各
問から得られた外国語教育に関連する知見の整理を
行った。KJ法は量的・質的研究を含め，自由記述型の
回答項目から得られた知見にどのようなものがあった
のかを把握するために用いられる代表的な手法の ₁つ
である。得られた回答を吟味し，著者ら ₂名の合議に
よって外国語教育に関する知見の整理・抽出を行った。
　その具体的な手順を以下に示す。この手順によって，
自由記述×知見マトリクスを作成した。
・回答を ₁枚読むごとに，第二外国語教育に関する
内容として取り上げるべき新出の知見があるか否
かを判断する。新知見か否かの判断については，₂
名の合議の下，両者が新知見であるとの意見が一
致したものを新知見とした。既出の場合は知見の
列に ₁ を立て，新出の場合は新たな知見の列を
作って ₁ を立てる。

・₁₀ 枚の回答を読んだ段階で 知見のカテゴリの統
廃合を行い， 再びコード化する。
・₃₀ 枚の回答を読んだ段階で 知見のカテゴリの統

Table 1　質問項目

問 ₁　あなたにとってよい第二外国語の授業とは何ですか。
問 ₂　第二外国語学習において困難な点は何ですか。
問 ₃　大学の第二外国語教育に対して要望はありますか。
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廃合を行い， 再びコード化する。
・すべての回答をコード化した後に, 知見数と捕獲
率を計算する。

　続いてデータの加工を終えた後に，得られた知見の
種類数に関して捕獲率（豊田他, ₂₀₁₃）の計算を行った₁。
この方法では，まず未知の知見の種類数を Nと置き，
自由記述の収集によって知見が既知となるにつれ，N

は減少していくと考える。自由記述による知見の収集
回数を I（i＝₀, ₁, ₂, ₃, …, I）回とすると，収集をしていな
い ₀回目の状態である N₀ が知見の種類数の母数とな
る。ここで，i回目の自由記述の収集で得られた知見
の総数を ci，その内で再び得られた知見の数を ri, そし
て i回目までに既知となった知見の数をmiと置く。こ
の表記を用いて，複数回の捕獲を想定したN₀ の推定量
の推定量である ˆ̂N0 は，

ˆ̂ ˆ , ( )/ ( )* *N Nr r r ri i i0 1 1= = + +Σ Σ

と表され， ˆ̂N0 の分散は，豊田他（₂₀₁₃）によって，
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と求められている。これらの推定量とその分散を用い
ることで，捕獲率の推定 Ĉr を，

ˆ ( , /( ˆ̂ . [ ˆ̂ ])C min m N V Nr I= + ×1 1 96 0Σ

で表す。これは，知見の種類数の母数の推定量の，
₉₅％信頼区間の上側限界を用いた保守的な定義である。
　また，豊田他（₂₀₁₃）では，捕獲率を計算する際に，
「ラグの回数」と「まとめる枚数」についての考察を
行っている。ラグとは，捕獲率を計算する際に，何回
前の結果までを含めて計算をするかという，計算結果
を平滑化するための考え方である。また，まとめる枚
数とは，一度に何人分の自由記述をまとめて収集 ₁回
分とみなすかという考え方である。これらはどちらも
回数と枚数の数値を増やすと捕獲率が高くなる傾向が
確認されている。このため，今回はより保守的に，ラ
グの回数は ₀，まとめる枚数は ₁枚として計算を行っ
た。すなわち，i回目の捕獲率は，i人分の自由記述を
用いて，i– x回目までの捕獲率の平均といった処理を
せずに，そのまま計算された結果となる。
　本研究では更に，捕獲率を計算した後に，データの
順序をランダムに並び替えて捕獲率を再計算する手順
を多数回繰り返し，その平均を捕獲率の推定値とした。

これは大橋他（₂₀₁₅）で用いられた考え方であり，この
ような手順を踏んだ理由は，自由記述の得られた順序
による影響を取り除くためであった。すなわち，自由
記述をどの順序で読んだかによって，珍しい知見が偶
然収集の最初や最後に集中することによる捕獲率の推
定値の変動を取り除く処理である。本研究でもこの手
順を採用した。本研究では ₁,₀₀₀ 回データの順序を入
れ替えて，₁,₀₀₀ 回分の捕獲率の平均値を計算した。
　捕獲率を計算した後，得られた知見の吟味を行い，
複数の言語を履修する学生達の第二外国語に対する意
見や要望について吟味を行った。その際に，調査協力
者全体における捕獲率をまず計算し，続いて，フェイ
ス項目から協力者を中学校入学前から英語を履修して
いた《中学以前群》と，中学校入学以降に学び始めた
《中学以降群》，調査時点で，英語または第二外国語を
用いて留学を志望していると答えた《留学志望群》と，
その予定はない《非留学志望群》，そして英語または第
二外国語を就職に活かしたいと考えている《仕事志望
群》と《非仕事志望群》に分類し，各サブグループに
おける捕獲率についても計算した。

結果・考察

　まず，本調査の中で英語と第二外国語それぞれにつ
いてどの程度重要な科目であると考えているかについ
て ₅段階評価（重要でない，あまり重要でない，どちらともい
えない，やや重要である，重要である）を用いた質問項目を
用意したところ，調査協力者の ₉₃.₅％が英語を，
₈₅.₅％が第二外国語を「やや重要である」または「重
要である」と答えていた。語学に対し，このような重
要性を認識していた学生達であったことを踏まえ，以
下に各問に関して得られた知見と捕獲率について順に
報告する。
問 1：学生の挙げた，よい第二外国語の授業
　「あなたにとってよい第二外国語の授業とは何です
か」という質問について，調査協力者が挙げた知見を
のべ人数として並べたものを Table ₂ に示した。また，
Figure ₁ の問 ₁の実線に，質問紙を ₁,₀₀₀ 回ずつラン
ダムに並べ替え平均値をとった，捕獲率の推定値の推
移を示した。図中の ₀.₈ の補助線は，便宜的に捕獲率
が ₈₀％のラインを示したものである。問 ₁に関して
は，最終的な捕獲率の推定値は ₉₁.₅％であった。
問 2：第二外国語学習において困難な点
　Table ₃ は問 ₂「第二外国語学習において困難な点は
何ですか」の回答として挙がった回答を多い方から順
に並べたものである。Figure ₁ の問 ₂の破線に推定値

₁  Schunabel法を用いた捕獲率の具体的な導出に関しては豊田・
大橋・池原（₂₀₁₃）を参照されたい。
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の推移を示した。最終的な捕獲率の推定値は ₈₆.₁％で
あった。
問 3：第二外国語に対する要望
　問 ₃「大学の第二外国語教育に対して要望はありま
すか」の回答として調査協力者が挙げた知見を多い順
に並べたものが Table ₄ であり，その推定値の推移を
Figure ₁ の問 ₃の点線に示した。最終的な捕獲率の推
定値は ₈₂.₇％であった。
サブグループにおける捕獲率
　フェイス項目に従い，調査協力者をサブグループに
分け，その中で得られた知見に関する捕獲率の値を
Table ₅ にまとめた。これらの数値は，サブグループに
属する協力者の質問紙を ₁,₀₀₀ 回ランダムに並び替え，
最終的な捕獲率を推定した平均値を示している。表中
のアンダーラインの引かれた部分は，捕獲率の推定値
が ₈₀％を超えていた箇所である。
　どの程度の捕獲率が得られていればよいかという基
準は未だ存在しないものの，ここでは豊田他（₂₀₁₃）に
従い，慎重を期して ₈₀％以上であればよいと考える
と，Figure ₂ の結果から，今回はどの問に関しても，
調査協力者全体では高い捕獲率の推定値を確認するこ
とができたといえる。このような手法を用いることで，
調査者が収集した自由記述について，収集の程度の ₁
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Table 2　問 ₁で得られた知見

順位 内容 のべ数

 ₁ 実用的・実践的な日常会話が学べる ₃₂
 ₂ 文法が学べる  ₉
 ₂ 基礎を学べる  ₉
 ₄ 楽しい・面白い授業  ₇
 ₅ ステップバイステップで毎回復習を繰り返す  ₆
 ₆ 発音が学べる  ₅
 ₆ 学習者間でコミュニケーションをする機会が多い  ₅
 ₆ その国や言語への興味・関心が持てる  ₅
 ₉ 先生がネイティブである  ₄
₁₀ 文化や流行が学べる  ₃
₁₀ 留学につながる  ₃
₁₀ 外国のような環境に置かれる  ₃
₁₀ 単語が学べる  ₃
₁₄ キャリアにつながる  ₂
₁₄ 四技能（話す・聞く・書く・読む）を伸ばす  ₂
₁₄ リスニング  ₂
₁₄ 授業がわかりやすい  ₂
₁₄ 効率的に習得できる授業  ₂
₁₄ 自主的に学ぶことができる  ₂
₁₄ スピーキング  ₂
₂₁ 視野が広がる  ₁
₂₁ リーディング  ₁
₂₁ わからないことを気軽に質問できる  ₁
₂₁ 教材が豊富  ₁
₂₁ 日本語と目標言語を使って教える  ₁
₂₁ 教員の発音が正しい  ₁
₂₁ 資格が取れる  ₁
₂₁ 学びがいがある  ₁

特になし  ₄
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つの傍証を得ることができた。また，いくつかのサブ
グループにおいても，₈₀％を超える捕獲率の推定値が
確認された。このため，複数の第二外国語にまたがる
横断的な ₁大学の知見例として，以下に各問に対する
考察を述べる。ただし，捕獲率は知見の網羅性につい
て推測する指標であるため，出現した知見の頻度に対
する主張はないものであることに注意が必要である。
各問に対する考察における頻度に関する記述は，あく
まで集計した結果における知見の度数分布に関するも
のである。
問 1の知見について
　問 ₁の知見として多く挙がったものが〈実用的・実
践的な日常会話（₃₂ 名）〉であった。言語別に見てみる
と，中国語 ₁₄ 名（中国語履修者中 ₆₀.₉％），ドイツ語 ₅名
（ドイツ語履修者中 ₃₅.₇％），スペイン語 ₈名（スペイン語履
修者中 ₇₂.₇％），フランス語 ₃名（フランス語履修者中
₄₂.₉％），朝鮮語 ₂名（朝鮮語履修者中 ₂₈.₆％）であり，い
ずれの言語の履修者からも，第二外国語に対して“実
用性”を求めていることが明らかになった。先行研究
を見てみると，どの外国語学習者からも“実用性”や
“会話”というニーズが多く述べられており，本研究で
も同様の結果が得られた。これに続いて ₂番目に回答
が多くあげられたのが〈基礎を学べる（ ₉名）〉である。
その内訳は，中国語 ₄名（履修者中 ₁₇.₄％），ドイツ語 ₂
名（履修者中 ₁₄.₃％），フランス語 ₁名（履修者中 ₁₄.₃％），
朝鮮語 ₁名（履修者中 ₁₄.₃％），スペイン語 ₁名（履修者中
₉.₁％）で，どの言語でも一定数の履修者が“基礎”に
意識を向けていることがわかる。また〈文法が学べる
（ ₉名）〉は，ドイツ語 ₄名（履修者中 ₂₈.₆％），中国語 ₃
名（履修者中 ₁₃.₀％），朝鮮語 ₂名（履修者中 ₂₈.₆％）で
あった。他にも〈発音（ ₅名）〉，〈単語（ ₃名）〉といっ
た具体的な言語知識や言語能力に関する回答が続いて
いた。加えて〈楽しい・面白い授業（ ₇名）〉，〈その国
や言語への興味・関心が持てる（ ₅名）〉という，授業
の魅力に関する知見，そして〈ステップバイステップ

Table 3　問 ₂で得られた知見

順位 内容 のべ数

 ₁ 発音 ₁₆
 ₂ 文法 ₁₂
 ₃ 単語  ₉
 ₄ なじみが薄く理解するのに時間が必要  ₈
 ₅ 英語との混同  ₆
 ₆ 使う機会がない  ₅

 ₆ 日本語・英語と異なる目標言語独自の学習項目や
表現法  ₅

 ₆ 英語学習との両立  ₅
 ₆ 女性詞と男性詞  ₅
 ₆ 綴り（スペル）  ₅
₁₁ リスニング  ₄
₁₂ 覚えることが多い（暗記が大変）  ₃
₁₃ 進度が速い  ₂
₁₃ 小テストが多い  ₂
₁₃ モチベーションの維持  ₂
₁₆ 定着しない  ₁
₁₆ 勉強しにくい  ₁
₁₆ 周囲に頼れる人が少ない  ₁
₁₆ 演習の時間が短い  ₁
₁₆ 目標言語を用いて話すこと  ₁
₁₆ 学ぶ必然性が低い  ₁
₁₆ 使用圏の背景がわからない  ₁
₁₆ 教師の発音  ₁
₁₆ 日本語を媒介とした授業  ₁
₁₆ 勉強時間の確保  ₁
₁₆ 文法訳読法  ₁

特になし  ₃

Table 4　問 ₃で得られた知見

順位 内容 のべ数

 ₁ 実用性  ₈
 ₂ 会話メインの授業  ₃
 ₂ ネイティブに近い教員の雇用  ₃
 ₂ 楽しく興味の持てる授業  ₃
 ₂ 授業数の増加  ₃
 ₂ 複数の教員間での指導方法の連携  ₃
 ₂ 目標言語の使用圏の状況を知ることができる  ₃
 ₈ 選択できる履修言語の増加  ₂
 ₈ 成績・レベルによるクラス分け  ₂
 ₈ ₁ 年以上の必修化  ₂
 ₈ 留学希望者への支援  ₂
₁₂ 選択科目化  ₁
₁₂ 充実した副読本  ₁
₁₂ 文法  ₁
₁₂ 発音  ₁
₁₂ 定着  ₁
₁₂ 少人数制  ₁
₁₂ 小テストを減らす  ₁
₁₂ 必修 ₁年の保持  ₁
₁₂ 毎回の所属クラスのランダム化  ₁
₁₂ 単位習得の容易化  ₁
₁₂ わかりやすい授業  ₁
₁₂ 小テスト・課題の増加  ₁
₁₂ ネイティブ話者との交流  ₁
₁₂ 単語帳を作成してほしい  ₁

特になし ₂₆

Table 5　サブグループの捕獲率

人数 （人）
最終的な捕獲率（％）

問 ₁ 問 ₂ 問 ₃

中学以前群 ₂₄ ₇₆.₃ ₇₉.₀ ₇₈.₇
中学以降群 ₃₈ ₇₉.₆ ₈₃.₈ ₇₃.₇

留学志望群 ₂₆ ₆₈.₀ ₇₁.₈ ₆₁.₁
非留学志望群 ₃₆ ₈₄.₁ ₇₉.₅ ₈₁.₃

仕事志望群 ₁₃ ₅₄.₉ ₅₇.₂ ₅₄.₅
非仕事志望群 ₄₉ ₈₄.₇ ₈₅.₈ ₇₈.₈
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（ ₆名）〉，〈学習者間でのコミュニケーション（ ₅名）〉と
いった，好まれる授業運営に関する知見も得られた。
先行研究を見てみると，日本で教える母語話者教師を
対象にした高嶋・大橋（₂₀₁₆）でも，外国語教育で大切
な要素として〈コミュニケーション〉〈興味がわき，モ
チベーションが上がる〉〈目標言語や自国の文化を教師
が魅力的に伝える〉〈基礎をわかりやすく教える〉〈楽
しい学習〉などが教師から挙げられ，学習者から回答
を得た本研究とも共通する要素が多いことがわかる。
　以上より，端的に整理するのであれば，今回のデー
タにおける学生の求める「よい」外国語教育とは，実
用性があり，スモールステップで文法や発音，単語等
の基礎が学べ，学習者間においてコミュニケーション
をする機会の多い，楽しい授業ということができるだ
ろう。
問 2の知見について
　問 ₂では，〈発音（₁₆ 名）〉〈文法（₁₂ 名）〉〈単語（ ₉
名）〉と，言語知識や言語能力に関連した知見が多く得
られた。また，これに続いて第二外国語に対する〈な
じみの薄さ（ ₈名）〉〈使用する機会の少なさ（ ₅名）〉
〈第二外国語独自の概念（ ₅名）〉といった，目標言語の
独自性に関する問題点が続き，他にも〈英語との混同
（ ₆名）〉〈英語学習との両立（ ₅名）〉といった，第一外
国語と並行した学習に対する困難さを訴える知見が並
んだ。本調査で困難な点として“発音”“文法”“単語”
が上位に挙がったのは，今回の学生達の多くが第二外
国語を学習し始めたばかりであり，特に最初は挨拶や
定型句を覚えて会話練習をしたり，簡単な文章の読み
書きをしたりしている段階だからではないかと考えら
れる。そのため，“発音”“文法”“単語”などは本調査
協力者の意識が向きやすい観点であった可能性が高い。
上位 ₃項目を言語別に見ると，“発音”と回答した履修
者数は中国語 ₁₀ 名（履修者中 ₄₃.₅％），スペイン語 ₃名
（履修者中 ₂₇.₃％），ドイツ語履修者 ₃名（履修者中 ₂₁.₄％）
で，中国語履修者に多いことがわかる。これは自由記
述で回答を求めた陶（₂₀₁₄）の結果とも一致している。
一方で金（₂₀₀₉），都（₂₀₁₃）の結果とは異なり，朝鮮語
履修者からは“発音”に関する回答は見られなかった。
今回，先行研究と異なる結果が得られたのは，先の ₂
つの研究では，あらかじめ選択肢が定められている回
答形式であったためだと考えられる。すなわち本研究
は自由記述での回答であったので，想起のしやすさが
関係しており，“発音”は優先的に想起されなかった可
能性がある。また，想起されなかった理由に関しては，
授業の方針が影響を及ぼしている可能性が考えられる。

都（₂₀₁₃）によると，₁年目前半の授業では“文字”や
“発音”を中心に行われているようである。このような
状況の中では，調査協力者の意識がこれらに向きやす
くなることは自然である。逆に，“文法”等の他の内容
を中心に教授している場合には，“発音”などの想起は
低くなるだろう。本研究では ₁つの大学の学生に焦点
を当てていたが，調査協力者の受けている授業が何に
重きを置いているかで，結果が変化することは十分あ
り得る。そのため，選択型の質問の場合も，自由記述
型の質問の場合も同様に，学生の教育を対象とした研
究においては，どのような集団を対象とした調査であ
るか，すなわち母集団設定や調査時期の明記が重要で
あると考えれられる。
　次に“文法”と回答した履修者数であるが，フラン
ス語 ₃名（履修者中 ₄₂.₉％），ドイツ語 ₃名（履修者中
₂₁.₄％），朝鮮語 ₂名（履修者中 ₂₈.₆％），スペイン語 ₂名
（履修者中 ₁₈.₂％），中国語 ₂名（履修者中 ₈.₇％）であり，
どの言語でも万遍なく“文法”を回答した学生がいた。
また“単語”と回答した人数は，フランス語 ₃名（履
修者中 ₄₂.₉％），朝鮮語 ₃名（履修者中 ₄₂.₉％），中国語 ₂
名（履修者中 ₈.₇％），ドイツ語 ₁名（履修者中 ₇.₁％）であ
り，スペイン語履修者からは挙がらず，先の濱松・小
野田（₂₀₁₄）とは異なる結果となった。これに関しても
調査方法による違いが結果に影響を及ぼしていると考
えられる。濱松・小野田（₂₀₁₄）では評価尺度による平
均値から“単語”“文法”“発音”“聞き取り”の困難度
を比較しているが，今回は自由記述回答型の回答であ
り，比較を目的とした調査方法ではないからである。
そのような回答形式の差が今回の結果の違いを生んだ
と考えられる。
　さらに調査協力者達の中には，英語との並行した学
習に加え，これまで学習してきた英語と第二外国語と
の混同について困難さを覚えている者がいたことが見
て取れた。実際に〈英語との混同（ ₆ 名）〉の内訳は，
フランス語 ₂名（履修者中 ₂₈.₆％），ドイツ語 ₂名（履修
者中 ₁₄.₃％），スペイン語 ₁名（履修者中 ₉.₁％），中国語
₁名（履修者中 ₄.₃％）であり，割合としては少ないもの
の，表記法が英語と異なる印象を受ける中国語の履修
者からもこのような回答が見られた。その理由につい
ては本研究では明らかにはできていないが，現在の大
学教育における環境では，各外国語での困難な項目を
共有することも，効果的ではないかと思われる。
　要約すれば，第二外国語に共通する点として，各言
語における発音，文法，単語などの項目における困難
な点を把握し，第一外国語である英語との同異点など
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にも留意した指導が重要になってくると考えられる。
問 3の知見について
　〈特になし〉という回答が ₂₆ 名でもっとも多く見ら
れたが，第二外国語に対する具体的な要望として多
かったものが〈実用性（ ₈名）〉である。言語別に見て
みると，ドイツ語 ₃名（履修者中 ₂₁.₄％），中国語 ₃名
（履修者中 ₁₃.₀％），スペイン語 ₂名（履修者中 ₁₈.₂％）で
あった。大学教育に必修科目として設置されている以
上，学生たちはいずれかの第二外国語を受講しなけれ
ばならないものの，受講し始めたばかりであることも
併せて，その実用性について疑問を持っているようで
ある。この結果は，問 ₁において〈よい第二外国語の
授業〉としても非常に多く挙げられた要素であり，学
生の意識が強く向けられている表れだとも考えられる。
また，〈授業数の増加（ ₃名）〉や〈成績によるクラス分
け（ ₂名）〉〈 ₁年以上の第二外国語の必修化（ ₂名）〉
〈留学希望者への支援（ ₂名）〉といった，非常に向学心
のある知見も得られていたことから，すでに能力的に
差異を生じつつも，第二外国語に対して興味を持って
いる学生達に対して，いかに適切な指導を行っていく
かが重要だといえるであろう。換言すれば，第二外国
語教育においては，授業以前のコース設計に対する十
分な考慮が必要であると考えられる。
　これらをまとめると，現状の第二外国語教育におお
むね満足している学生が多かったのだが，実用性や
コース設計，授業デザインなどに関して多少の回答が
見られたため，その点にも意識を向けた方がよいと言
えるであろう。
サブグループの知見について
　今回は新たな試みとして，協力者をサブグループに
分け，より的を絞った対象における分析についても試
みた。本研究では外国語教育の分野にこの方法を適用
したが，捕獲率の適用範囲は，自由記述であれば特定
の分野にはとらわれない。大橋他（₂₀₁₅）のように自由
記述型の授業評価アンケートに適用し，回答者を層別
することも可能であり，また，その他の広い分野に応
用することも可能であろう。
　今回の結果としては，Table ₅ を見ると，サブグルー
プにおいては捕獲率の高い問と，そうでない問がある
ことが明らかになった。これは，サブグループに分け
たことによる，協力者の数の減少が主要因の一つと考
えられる。捕獲率が ₈₀％を超えていたサブグループ
は，中学以降に英語を習い始めた《中学以降群》の
【問 ₂】，今後第一外国語または第二外国語を用いた留
学を考えていない《非留学志望群》の【問 ₁】【問 ₃】，

今後就職において第一外国語または第二外国語を使用
したいと考えていない《非仕事志望群》の【問 ₁】【問
₂】である。このため，今回得られた知見は，これら
の群における問についてより収集ができていたと判断
した。そして上記の ₅つでは，回答が特定のものに集
中していたとも捉えることができる。参考までに，《中
学以降群》の【問 ₂】において回答が多かった上位は
〈文法（₁₀ 名）〉，〈発音（ ₈名）〉，〈単語（ ₇名）〉，〈なじみ
が薄く理解するのに時間が必要（ ₅名）〉，〈英語との混
同（ ₄名）〉であった。これらは Table ₃ にあるように，
全体の回答でも上位に挙がっていたもので，中学以降
群の回答には言語知識・言語能力，そして第二外国語
独特の困難点などが多かった。
　《非留学志望群》における【問 ₁】の上位は〈実用
的・実践的な日常会話（₁₇ 名）〉，〈基礎を学べる（ ₅
名）〉，〈文法が学べる（ ₅名）〉，〈楽しい・面白い授業
（ ₄名）〉，〈その国や言語への興味・関心が持てる（ ₄
名）〉，〈ステップバイステップで毎回復習を繰り返す
（ ₄名）〉で，【問 ₃】の上位は〈特になし（₁₆ 名）〉，〈実
用性（ ₇名）〉，〈楽しく興味の持てる授業（ ₃名）〉，〈成
績・レベルによるクラス分け（ ₂名）〉，〈ネイティブに
近い講師の雇用（ ₂名）〉，〈目標言語の使用圏の状況を
知ることができる（ ₂名）〉，〈複数の教員間での指導方
法の連携（ ₂名）〉であった。これらも全体の回答にお
いて上位に挙げられたものであったが，非留学志望群
であっても“実用性”の優先度が高いことがわかる。
最後に《非仕事志望群》における【問 ₁】の上位 ₅位
は〈実用的・実践的な日常会話（₂₂ 名）〉，〈文法が学べ
る（ ₉名）〉，〈基礎を学べる（ ₇名）〉，〈楽しい・面白い
授業（ ₆名）〉，〈その国や言語への興味・関心が持てる
（ ₅名）〉，〈ステップバイステップで毎回復習を繰り返す
（ ₅名）〉で，【問 ₂】の上位 ₅位は〈発音（₁₂ 名）〉，〈文
法（₁₀ 名）〉，〈単語（ ₈名）〉，〈なじみが薄く理解するの
に時間が必要（ ₈名）〉，〈英語との混同（ ₆名）〉であっ
た。これらも全体の回答で多かったもので，仕事で使
う予定がなくとも，興味・関心を持って第二外国語を
学ぶことにより，その言葉を実際に使用してみたい，
という希望が多いことが窺い知れる。
　《非留学志望群》と《非仕事志望群》を総合して考え
ると，第二外国語の教員は授業を運営する上で，旅行
での場面や母語話者との交流場面など，実用的な会話
場面を設定することで，留学や仕事で使う予定の学生
はもちろんのこと，それらで使う予定のない学生に
とっても，ニーズを満たしたり，動機づけにつながっ
たりする授業が行えるのではないかと考える。このサ
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ブグループのデータは，教育現場における実践上の ₁
つの方向性を示唆する結果だといえるであろう。
まとめと今後の課題
　本研究では第二外国語を学ぶ，ある私立の大学生 ₆₂
名から大学に望むよい第二外国語教育に関するデータ
を収集した。そして得られた結果からは，どの問に関
しても高い捕獲率を得ることができていた。さらに，
本研究において導入を行ったサブグループにおける捕
獲率の計算結果からは，非留学志望群や，非仕事志望
群といったいくつかのサブグループの問において，
₈₀％を越える捕獲率が得られていることを確認した。
一方，留学を志望している群や，仕事で外国語を使用
したいと考えている群に絞って考えた場合には，まだ
知見の得られ方が発散的であり，まとまった知見を得
たというには，より多くの自由記述が必要であるとい
う結果となっていた。本研究の意義としては，このよ
うに，どのようなサブグループにまで知見の収束を保
証することができるのかを見出すことができたという
点で，大きいと考えられる。
　データの内容に関しては，問 ₁からは，実用性があ
り，スモールステップで文法や発音，単語等の基礎が
学べ，学習者間においてコミュニケーションをする機
会の多い，楽しい授業がよい第二外国語教育だと考え
られていることが確認された。また，問 ₂からは，当
該の外国語における困難な項目を把握したり，英語と
第二外国語間の類似点や相違点にも留意した指導を
行ったりすること，問 ₃からは，実用性を担保しつつ，
授業数やクラス分けなどコース設計にも十分考慮する
ことの必要性が示唆された。これらの結果は，本大学
において第二外国語教育を運営していく上で，配慮す
べき観点だといえる。ただし，本研究は ₁つの大学の
学生を対象としているため，その他の大学や教育機関
ではこれらの観点がどのように働くのかは，他の研究
による成果を待つところである。
　得られた知見については，これまでの先行研究とも
大きく相違のないものであった。この点から，本研究
における自由記述による知見の収集の方法を取った場
合でも，第二外国語教育における重要な知見が十分に
抽出できることが確認できた。自由記述を用いた場合
の方が，加工作業の複雑さと引き換えに，クローズ
ド・クエスチョンによる回答よりも自由で様々な意見
を読み取ることが可能である。このため，研究資源や
目的に併せて，クローズド・クエスチョンの他の選択
肢として，本研究のような調査手法が選択可能となっ
たといえるだろう。また，言語毎に第二外国語教育を

研究した事例では，当該の言語の教育者が主体となり，
その履修者に対してよりよい学習指導を目指して調査
を行うことが多い。そのような場合，履修者が調査主
体に配慮して，問題だと思っていることを報告せず，
良い点だけを述べてしまっているというバイアスが全
くないということは難しい。しかし，今回の調査では，
第二外国語とは関連のない場所を選び，複数の第二外
国語の履修者から横断的に調査を実施し，その共通点
を明らかにした。この結果と先行研究に大きな相違が
ないことは，先行研究におけるそのようなバイアスが
大きくなかったことを示す傍証となった。副次的では
あるものの，そのような内容も，本研究の成果といえ
るだろう。
　本研究では，高嶋・大橋（₂₀₁₆）を元に，学生を対象
とした調査を行った。その意味合いで「よい」第二外
国語教育とは何かを調査テーマとしていたが，この
「よい」という感覚には，中身の多様性（どのような要素
を持った教授法が望まれているのか），捉え方の多様性（どの
ように教授してほしいのか）が，混在して含まれていた。
また，「よい」というためには，何か別の比較対象が
あった方が分かりやすい。例えば「第一外国語（英語）
と比較して」といった比較対象を用いると，より調査
協力者達は回答しやすく，より豊かな回答が得られた
可能性がある。これらの「よい」という概念の細分化
と，調査の仕方としての比較対象の提示は，今後の検
討課題としたい。
　最後に，本研究では留学や仕事で外国語の使用を志
望していない学生でも実用性を求めていることが確認
されたが，捕獲率の推定値の低いサブグループの問に
ついて言及するためには，今一度調査を行い，もう少
し同じ属性を持った調査協力者から意見を聞くべきで
あろう。例えば，同質と考えられる同じ学年，学科の
学生から更にデータを収集し，捕獲率を計算すること
で，知見が更にどれだけ収束的にまとまったかを判断
することができる。また，授業評価アンケートの中の
意見の調査のように，あるクラスのほぼ全員からデー
タを収集済みの場合や，同質と考えられる追加のデー
タ収集を行うことができる対象がいない場合には，次
の年の学生からデータを収集し，₂年間の知見として
まとめるという方法も考えられる。ただしこの場合，
年度の差で授業の内容が変わるといった大きく知見の
内容が異なるイベントがないことが前提となる。この
ような追加のデータに関する研究も今後の課題として
捉え，更なる調査協力者を募った分析を進めていきた
い。
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資料：用いた調査票

質問文
　₁．あなたにとってよい第二外国語の授業とは何です
か。₃～ ₅行程度で自由に記述してください。
　₂．第二外国語学習において困難な点は何ですか。₃
～ ₅行程度で自由に記述してください。
　₃．大学の第二外国語教育に対して要望はあります
か。₃～ ₅行程度で自由に記述してください。
フェイス項目
　・性別
□男性　　□女性　　□その他（　　　　　　　）
　・年齢（₂₀₁₆ 年 ₆ 月現在のものをお答え下さい）
（　　）才
　・学年・学部
（　　）年生　　　　　　　　　（学部・大学院）
　・これまでの英語学習経験
（　　） 年
　・授業以外で英語を日常生活で用いる頻度（一番近
いものをお答えください）
□全く用いたことがない　□ ₁年に一度より機会が少
ない　□半年に一度程度　□ ₃か月に ₁度程度　□ ₁
か月に ₁度程度　□ ₁週間に一度程度　□毎日
　・授業以外で英語を用いる機会があった方のみお答
えください。どのような機会に用いましたか。
（　　　　　　　　　　　　　　　）
　・英語を学ぶことはあなたにとって重要だと思いま
すか
□重要　□やや重要　□どちらともいえない　□やや
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重要でない　□重要でない
　・今後，英語を海外で用いたいと思っている機会は
ありますか
□留学　□就職後の仕事　□現在計画はない　□その
他（　　　　　　　）
　・履修第二外国語
□ドイツ語　□フランス語　□スペイン語　□中国語
□朝鮮語　□その他（　　　　　　　）
　・これまでの第二外国語学習経験
（　　） 年
　・授業以外で第二外国語を日常生活で用いる頻度
（一番近いものをお答えください）
□全く用いたことがない　□ ₁年に一度より機会が少
ない　□半年に一度程度　□ ₃か月に ₁度程度　□ ₁

か月に ₁度程度　□ ₁週間に一度程度　□毎日
　・授業以外で第二外国語を用いる機会があった方の
みお答えください。どのような機会に用いましたか。
（　　　　　　　　　　　　　　　　）
　・第二外国語を学ぶことはあなたにとって重要だと
思いますか
□重要　□やや重要　□どちらともいえない　□やや
重要でない　□重要でない
　・今後，第二外国語を海外で用いたいと思っている
機会はありますか
□留学　□就職後の仕事　□現在計画はない　□その
他（　　　　　　　）
質問は以上です。ご協力ありがとうございました。

（₂₀₁₇.₃.₇ 受稿， ₂₀₁₇.₁₀.₃₁ 受理）

What University Students Expect From Foreign-Language 
Education: Based on Responses on a Free-Answer  

Questionnaire Analyzed With a Capture Rate
KOTARO OHASHI (RIKKYO UNIVERSITY) AND KOTA TAKASHIMA (WASEDA UNIVERSITY)

JAPANESE JOURNAL OF EDUCATIONAL PSYCHOLOGY, 2018, 66, 95−106

The purpose of the present study was to do a comprehensive investigation of what university students expect from 
foreign-language education.　Participants were 62 university students in Japan who were studying foreign languages 
such as Chinese, German, Spanish, French, and Korean.　Free-answer data were analyzed using a capture rate.　
Analysis of these data suggested the importance of (a) lessons being practical, (b) a focus on difficult points, and 
(c) the design of the course.　The participants were classified into subgroups using demographic information from 
the questionnaire responses, and the capture rate for each class was then calculated.　This analysis indicated that 
those students who were not planning to use the foreign language when studying or working abroad also expected 
that foreign-language education would include practical lessons.

Key Words: foreign-language education, free-answer questionnaire, capture rate, university students




