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Abstract 

 

     The purpose of this study is to examine the structure of positive and negative attitudes 

toward compulsory English lessons in elementary schools (CELES). Although general public 

acceptance on an early start of English education is often deemed as a driving force which 

encouraged the government to implement CELES, there is little evidence for what this public 

acceptance was like. This study, therefore, examines what factors promoted or inhibited positive 

attitudes toward CELES by analyzing a large-scale attitude survey of parents, which was 

conducted in autumn 2006, just before the official announcement of the implementation of 

CELES. A structural equation modeling analysis revealed that positive attitudes toward CELES 

were promoted by expectations of positive effects of an early start of English teaching, anxiety 

about a less favorable condition for the introduction of English teaching, and experience of a 

struggle for learning English, whereas they were inhibited by anxiety about side effects of early 

English teaching. Based on these findings, this paper discusses the structure and mechanism of 

public opinion on early English teaching and its implication for English education policies. 

 

キーワード： 小学校英語 必修化 世論 保護者の態度 二次分析 

 

1. はじめに 

 

 本研究の目的は，小学校外国語活動 (以下「小学校英語」) の必修化に対する保護者の態度を検討

することで，小学校英語をめぐる世論の構造を明らかにすることである。世論の広範な支持を受けた

こともあり，2015 年 9 月現在，小学校英語の教科化は既定路線になりつつある。しかしながら，後述

する通り，「世論の支持」という現象が具体的にどのようなものであったのかは研究が不足している。 

 現在の世論の趨勢を占うデータは残念ながら入手できない。しかし，小学校英語の必修化直前 (2006

年) のものであれば既に存在し，この時点のデータは政策論的に見ても意義のあるものである。なぜ

なら，2006 年 3 月に中央教育審議会外国語専門部会で必修化が了承された際に，根拠のひとつとして

Terasawa
Draft



 

 

「世論の支持」 (正確には保護者の支持) が述べられていたからである (文部科学省, 2006)。つまり，

当時の世論のダイナミズムを明らかにすることで，現在および今後の世論の趨勢にも示唆を与えるこ

とができる。さらに，世論を的確に把握することは，「民意の支持があるからこの政策は正しい」とい

った類のポピュリズム的政策決定を批判的に検討するうえでも大きな意義があるはずである。 

 小学校英語の必修化の背景には世論の強力な支持があったことはほぼ間違いない。前述のとおり，

中教審外国語専門部会による必修化の答申では保護者の支持の大きさが指摘されており (文部科学省, 

2006)，また，多くの英語教育学者 (e.g., Butler, 2007; 和田, 2004) も必修化決定の背景要因のひとつと

して世論のうねりをあげている。じじつ，新聞社によって 2000 年代に行われた無作為抽出の世論調査

の多くで小学校英語は 8 割を越える支持を受けていた (寺沢, 2015, p. 217)。このように，世論は小学

校英語の「追い風」として働いていたと言える。 

 一方で，当時の「民意」に対する理解には関係者の間でも多少の混乱が見られる。渡辺 (2014) は，

2000 年代にも小学校英語教科化の流れがあったものの，「『英語より国語』という世論の高まりで立ち

消えになり，現在の形［＝「領域」としての外国語活動］に落ち着いた」と述べている。これが事実

だとすれば，世論は小学校英語の促進要因というより阻害要因として働いたということになる 2。以

上のような議論の混乱状況を見ても，あらためて当時の世論の状況を実証的に検討することは大きな

意義があるだろう。 

 

1.1 先行研究 

 世論はもともと政治学や社会学など社会科学の研究対象である (キンダー, 2004; 佐藤, 2008)。英語

教育研究には社会科学的な手法が浸透していない以上，厳密な意味で小学校英語に対する世論を検討

した先行研究はほとんど存在しない。しかしながら，世論を「小学校英語に対する人々の様々な態度」

のように緩やかに解釈するならば，膨大な量の先行研究が該当する。 

 そのなかでも最も多いのが，いわゆる「意識調査」である。その対象は，小学校教員をはじめとし

た中高の教員や教員志望学生，児童生徒，保護者など多岐にわたるが，このうち多様な社会階層の人々

で構成されているという点で「世論」に最も近いと考えられるのが保護者だろう。保護者を対象にし

た意識調査としては，たとえば，北條・松崎 (2003, 2005), 牧野 (2008), 山本 (2013), 渡部・園田 (2008) 

などがある。いずれの調査研究も，特定の学校の保護者に質問紙を配布し，その回答結果の概要 (平

均値やパーセンテージ) を示している。 

 この種の調査研究には多数の蓄積があるものの，深刻な問題点もある。第一に，代表性を欠いてい

る点である。いずれの研究も，あくまで特定の学校の保護者を対象にしたものであり，その点で「日

本の保護者の態度」の平均的傾向を明らかにしていると見なせる研究はほとんどない。第二に，多く

の研究が概要報告の性格が強く，世論の構造を深く掘り下げているわけではない点である。前述のと

おり，多くの研究が採用している統計分析は各設問の平均値を報告する程度か，あるいは簡単な統計

学的検定が行われるのみで，態度を包括的に説明しようとしている研究はほとんどない。 

 ただし，上記の第一の問題点を克服する先行研究は少数ながら存在する。カレイラ (2011) や寺沢 

(2015, 12 章) は，無作為標本抽出に基づく「日本版総合的社会調査」(2010 年版) を分析し，早期英語

教育に対する肯定的・否定的態度がどのような要因に左右されているかを検討している。無作為抽出

標本データに依拠している点で代表性は非常に高く，「世論」の研究として大いに信頼できる。 
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 反面，二番目の問題点 (つまり，世論の構造に関する詳細な分析の欠如) は依然残っている。カレ

イラ (2011) が検討しているのは，基本属性 (年齢・ジェンダー) および少数の英語関連の変数 (主観

的な英語力と早期英語学習経験) の影響に過ぎず，素描という性格が強い。また，寺沢 (2015) もある

程度複雑な「世論の規定要因」モデルを設定しているとはいえ，包括的というには程遠い 3。実際，

寺沢自身が認めているとおり，小学校英語の肯定的態度を促す要因のみしか検討できておらず，反面，

「副作用への懸念」のような阻害要因は検討できていない。もちろん，カレイラ (2011) や寺沢 (2015) 

の分析モデルが限定的にならざるを得なかったのはデータの制約による部分が大きい。というのも，

そもそも日本版総合的社会調査は英語教育研究に特化した調査ではなく，したがって英語関連の設問

はわずかしか含まれていなかったからである。逆に言えば，英語関連の設問が多数含まれるデータが

入手できればこの問題は克服されるはずである。 

 以上の議論を踏まえると，小学校英語の世論の構造を深く掘り下げるためには，代表性が担保され

ており，かつ，英語関連の様々な設問が多数含まれているデータが必要となる。幸運なことに，この

条件に合致する，「第 1 回 小学校英語に関する基本調査 (保護者調査)」というデータが存在する。同

調査は必修化の正式な決定の直前 (2006 年秋) に行われており，政策と世論の間のアクチュアリティ

を捉えるのにも適している。(データの詳細は後述する)。 

 

1.2 仮説 

 本研究のリサーチクエスチョンは，小学校英語「必修化」に対する賛否の構造はどのようなものか

である。言い換えれば，必修化支持はいかなる要因によって規定されているかである。この問いを明

らかにするため，以下の仮説を設定し検討する。 

 

仮説 1 小学校英語への期待は，必修化支持を促す 

仮説 2 小学校英語への不安は，必修化支持を抑制する 

仮説 3 英語に対する何らかの否定的な感情は，必修化支持を促す 

 

 上記の仮説 1・仮説 2 は常識的に考えても妥当なものだろう。小学校英語に対する期待感がある人

が必修化を支持するのは自然に思えるし，逆に不安を覚える人が反対することも理にかなっている。 

 一方，仮説 3 には若干の注釈が必要だろう。この仮説は，英語教育学者によってなされてきた説明

をもとにしている。たとえば，金谷 (2008) は「小学校英語教育待望論の背景には中高六年間の英語

教育が役に立っていないという判断があるように思える (p. 25)」と述べているし，鳥飼 (2010) も外

国語活動必修化の背景として「学校英語は役立たずとされ，あとは子供 [=小学生] の時から教えるし

かないという日本社会の要請が文科省を動かした (p. 137)」ことをあげ，「一般社会の声が世論となり，

その声にビジネス界が呼応した」と指摘している。なかでもこの可能性をいっそう詳細に論じている

のが和田 (2004) である。和田は，保護者が小学校英語教育を歓迎する背後に，日本人の心に刻まれ

た「『憧憬』と『怨念』の複合体 (p. 121)」を見る。そのうえで和田は，渡部昇一 (平泉・渡部 1975) 

や富岡多恵子 (富岡, 1981) の議論を引きながら，英語・英会話に対する日本人の強い憧れおよび劣等

感を指摘し，こうした劣等感を払拭し憧れを満たしてくれる「切り札」として小学校英語が支持され

ていると述べている。 
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 もちろん，こうした説明が各研究者の主観的観察に過ぎないのは事実だが，一方で，ある程度のも

っともらしさも兼ね備えている。というのも，従来の学校英語教育 (中高大の英語教育) に満足して

いる人がことさらに小学校英語に期待することは考えにくく，したがって，小学校英語への支持は過

去の学校英語教育に対する否定的評価に駆動されているとも想定可能だからである。同様に，英語に

自信がなかったり英語で苦労した経験がある人が，効率的な英語教育を子どもに与えたいと考えるの

も理解できる。このタイプの人が早期英語を効率的だと見なしたならば，必修化支持が促されるだろ

う。 

 

2. 方法・データ 

 

 本研究は，前述の仮説を大規模社会調査データの 2 次分析 (佐藤・池田・石田, 2000) により検討す

る。用いるデータは，前述のとおり，2006 年秋にベネッセ教育研究所によって行われた「第 1 回  小

学校英語に関する基本調査 (保護者調査)」である。層化 2 段ランダム抽出のうえで 31 校の小学校が

選ばれ，その学校に子どもを通わせる保護者に質問紙が手渡された 4。その結果，4,718 名から有効回

答が得られ，回収率は 80.7％であった。同調査には小学校英語に対する保護者の態度を総合的に明ら

かにすることが可能な設問が多数含まれている。たとえば，小学校英語への賛否や認知，小学校英語

への期待・不安・要望，学校外での英語学習状況，学校外学習にかける教育費，保護者の英語・英語

教育への態度など多岐にわたる。詳細はベネッセ教育総合研究所 (2007) を参照されたい。 

 本研究では，従属変数である「保護者の小学校英語に対する賛否」が，その他の独立変数 ――たと

えば保護者の小学校英語に対する態度 (期待している点や不安に感じている点など) や英語学習経験，

そして年齢や学歴などの基本属性―― によってどのように説明されるかを検討する。このように，多

数の変数が介在した複雑なモデルが必要であるので，モデルを柔軟に設定可能な構造方程式モデリン

グ (Structural Equation Modeling, SEM) によって分析を行う 5。 

 

3. 変数 

 

3.1 従属変数 

 本節では分析に用いる変数を説明する。従属変数，すなわち「小学校英語への賛否」には，「あなた

は，小学校で英語教育を必修にすること (どの学校でも必ず英語を学ぶようにすること) について，

賛成ですか，反対ですか」という設問への回答を利用する。選択肢は「賛成」「どちらかといえば賛成」

「どちらかといえば反対」「反対」の 4 件法である (Min = 1, Max = 4, M = 3.2, SD = 0.8)。 

 同設問の回答の分布も確認しておきたい (図 1) 。図から明らかな通り，小学校英語への賛成者 (「賛

成」＋「どちらかといえば賛成」) が圧倒的多数を形成していたことがわかる。対照的に，反対して

いた保護者 (「反対」＋「どちらかといえば反対」) は十数％程度と少数派であった。小学校英語に

見られた「世論の支持」は本調査結果にも明確に現れている。 

 

3.2 独立変数 

 表 1 は独立変数を構成する設問である。設問の文言にくわえ，記述統計量も併せて掲載した。 

Terasawa
Draft



 

 

無答不明

よくわからない

反対

どちらかといえば反対

どちらかといえば賛成

賛成

0 500 1000 1500 2000

58人 ( 1.2%)

393人 ( 8.3%)

187人 ( 4.0%)

472人 (10.0%)

1946人 (41.2%)

1662人 (35.2%)

 

図 1 必修化の賛否  

 

表 1 独立変数 

M SD

小学校英語に期待する効果 1. 発音や聞き取りがうまくなる 2.9 0.8

2. コミュニケーション力が高まる 2.7 0.8

3. 外国に対して興味をもつようになる 3.0 0.7

4. 中学校での英語学習がスムーズになる 3.0 0.8

5. 英語が好きな子どもが増える 2.7 0.8

6. 英語を話せる日本人が増える 2.5 0.9

小学校英語への不安 7. 指導する先生の英語力が足りないこと 2.9 0.8

8. 外国人の先生の数が足りないこと 2.9 0.8

9. 子どもの負担が増えること 2.6 0.9

10. ほかの教科の学習がおろそかになること 3.0 0.8

11. 教える内容が、先生や学校によって違うこと 2.6 0.9

英語に対する否定的感情
12. あなたが受けてきた学校の英語教育は役に立ったと思いま

すか
1.6 0.7

13. あなたは，英語を使うことに自信がありますか 1.9 0.7

14. あなたは，今まで英語で苦労したことがありますか 2.7 0.9

 * いずれの設問でも最小値は 1, 最大値は 4.大きい数値ほど質問に対する肯定度合いが強い.

「小学校に英語教育を導入することで、
次のような効果が期待できると思います

か」

「小学校の英語教育について、次のよう
なことに不安を感じますか」

 

 

 仮説 1 に関係する「小学校英語に期待する効果」については表中 1～6 の 6 個の設問が該当し，仮

説 2 に関係する「小学校英語への不安」については表中 7～11 の 5 個の設問が該当する。選択肢はい

ずれの設問でも，「とてもそう思う」「まあそう思う」「あまりそう思うわない」「まったくそう思わな

い」の 4 件法である。一方，仮説 3，つまり英語に対する否定的感情に関しては表中 12～14 の 3 個の

設問を用いた。いずれの設問も，「まったく～ない (なかった)」から「とても～である (だった)」の

4 件法である。 

 

3.3 統制変数 

 統制変数としては，先行研究 (カレイラ, 2011; 寺沢, 2015, 12 章) の知見を参考に，回答者の基本属

性であるジェンダーと教育レベルをモデルに投入する。ジェンダーは「男性 = 0」「女性 = 1」とおい
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たダミー変数 (M = 0.91, SD = 0.28) ，教育レベルは標準就学年数 (Min = 9.0, Max = 18.0, M = 13.3, SD = 

1.9) を用いる 6。 

 

4．結果 

 

4.1 相関係数 

 詳細な分析に入る前に，各変数間の相関係数を確認する (表 2 参照)。なお，後の分析との整合性の

ため，これらはいずれも質的相関係数 (ポリコリック相関係数) である。 

 

表 2 相関係数行列 

必修
化賛
成

音声
スキ
ル

コ
ミュ
力

外国
への
興味

中学
への
準備

英語
好き
増加

日本
人英
語力

教師
の英
語力

外国
人教
員不
足

内容
ばら
つき

子ど
もの
負担

他教
科に
影響

英語
使用
に自
信

学校
英語
を評
価

英語
で苦
労

女性
教育
レベ
ル

必修化賛成 - .49 .53 .46 .54 .55 .54 .01 .13 -.12 -.51 -.58 -.01 .01 .19 .23 -.07 

期待

  音声スキル .49 - .68 .48 .66 .57 .69 -.01 .07 -.06 -.16 -.24 -.02 .07 .05 .12 -.12 

  コミュ力 .53 .68 - .61 .58 .61 .65 -.03 .09 -.07 -.23 -.29 .03 .09 .10 .20 -.08 

  外国への興味 .46 .48 .61 - .52 .59 .51 .04 .14 -.03 -.23 -.25 .12 .14 .18 .17 .06 

  中学への準備 .54 .66 .58 .52 - .66 .72 -.05 .04 -.07 -.16 -.25 -.07 .08 .04 .16 -.20 

  英語好き増加 .55 .57 .61 .59 .66 - .75 -.07 .06 -.11 -.29 -.31 .02 .09 .08 .20 -.08 

  日本人英語力 .54 .69 .65 .51 .72 .75 - -.06 .04 -.11 -.21 -.28 -.04 .06 .06 .11 -.19 

不安

  教師の英語力 .01 -.01 -.03 .04 -.05 -.07 -.06 - .73 .50 .21 .18 .03 -.10 .11 .00 .11 

  外国人教員不足 .13 .07 .09 .14 .04 .06 .04 .73 - .46 .14 .09 .02 -.10 .13 .07 .09 

  ばらつき -.12 -.06 -.07 -.03 -.07 -.11 -.11 .50 .46 - .39 .41 -.04 -.11 .09 .05 .03 

  子どもの負担 -.51 -.16 -.23 -.23 -.16 -.29 -.21 .21 .14 .39 - .79 -.13 -.10 -.12 -.10 -.11 

  他教科に影響 -.58 -.24 -.29 -.25 -.25 -.31 -.28 .18 .09 .41 .79 - -.08 -.06 -.08 -.09 -.05 

英語への態度

   英語使用に自信 -.01 -.02 .03 .12 -.07 .02 -.04 .03 .02 -.04 -.13 -.08 - .59 .05 -.19 .35 

   学校英語を評価 .01 .07 .09 .14 .08 .09 .06 -.10 -.10 -.11 -.10 -.06 .59 - .01 -.02 .22 

   英語で苦労 .19 .05 .10 .18 .04 .08 .06 .11 .13 .09 -.12 -.08 .05 .01 - -.03 .16 

基本属性

   女性 = 1 .23 .12 .20 .17 .16 .20 .11 .00 .07 .05 -.10 -.09 -.19 -.02 -.03 - -.07 

   就学年数 -.07 -.12 -.08 .06 -.20 -.08 -.19 .11 .09 .03 -.11 -.05 .35 .22 .16 -.07 -

Bold: r  > .40   or    r  < -.40  

 

 この相関係数行列を見るだけでも多くの示唆が得られる。まず，「必修化賛成」との相関関係に注目

すると次の 3 点がわかる。第一に，小学校英語への期待に関する 6 個の設問はいずれも比較的強い正

の相関を示している。この結果は仮説 1 の予測と整合的である。第二に，小学校英語への不安に関す

る設問では対照的に，すべてが「必修化賛成」を抑制しているわけではない。比較的強い負の相関を

示したのは，「子どもの負担」への懸念 (r = -.51) および他教科への影響の懸念 (r = -.58) のみで，一

方，それ以外の 3 つの「不安」設問の相関はごく弱い。この結果は仮説 2 を一部修正する必要性を示
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唆している。第三に，英語に対する回答者の感情を反映した設問 (「英語使用への自信」「学校英語へ

の評価」「英語による苦労」) も全体的に見ると必修化との連関は薄く，「英語による苦労」に弱い正

の相関 (r = .19) が見られるのみである。この結果は，仮説 3 の妥当性に疑問を投げかけるものである。 

 表 2 の相関係数を眺めてもう一つ気づくのが，各変数の背後にある因子の存在である。「小学校英語

に期待する効果」6 設問にはそれぞれ相互に比較的強い相関 (r = .48 ～ .75) が見いだせる一方で，他

の設問との相関は強くない。同様に，「教師の英語力不足」「外国人教員不足」「指導内容ばらつき」も

相互の相関が比較的強い。これら 3 設問の相関傾向は，同じ「不安」関係の設問である「子どもの負

担」「他教科への影響」とは対照的である。 

 こうした相関パタンから示唆される点が，小学校英語への保護者の不安は少なくとも二つの因子で

構成される可能性である。実際，結果の詳細は省略するが、この可能性は上記の相関行列をもとにし

た因子分析 (最尤法，斜交プロマックス解) でも支持された (因子負荷量およびスクリープロットの精

査による)。つまり，小学校英語に対する不安は，「教師の英語力不足」「外国人教員不足」「指導内容

ばらつき」への不安に代表される制度面の懸念と，「子どもの負担」「他教科への影響」といった子ど

もへの悪影響の懸念に大別できる。たしかに，前者は小学校英語教育制度が適切に運用されない場合

に対する不安感であり，逆に言えば，もし適切な運用がなされるのなら解消され得るタイプの不安で

ある。一方，後者の不安は，小学校英語の導入そのものに起因する問題と密接に絡んでおり，「必修化

賛成」と負の相関が強いこともうなずける。以上のように，小学校英語への態度は，「期待」「制度上

の不安」「悪影響に対する不安」という 3 因子によるモデルで分析するのが適切だと考えられる。 

 

4.2 構造方程式モデリング 

 前述の議論を踏まえ，必修化への賛否を規定構造を図 2 のようにモデル化し，構造方程式モデリン

グ (SEM) によって検討する。なお，分析に用いる設問 (観測変数) の多くが 4 件法であり，連続尺度

と見なしがたいため，順序変数用の SEM (豊田, 2014, 7 章) を用いている 7。 

 図 2 には分析結果もあわせて示している。各パスの脇に付された数値は標準化した推定値である。

なお，各種適合度指標を見る限り，このモデルのあてはまりは悪くない 8。 

 この結果から次の 3 点が指摘できる。第一に，仮説 1 に関して言えば，小学校英語への期待は「必

修化」への支持を明らかに促している (パス係数，つまり標準化偏回帰係数 β は 0.43 と正の効果)。し

たがって，仮説 1 は明確に支持されたと言える。第二に，仮説 2 に関しては少々複雑な結果である。

図 2 によれば，小学校英語に対する不安は制度面の問題に関する不安，および，子どもへの悪影響に

対する不安に大別され，両者の「必修化」への影響は正反対である。つまり，前者は「必修化」に正

の効果 (β = 0.21) を持つのに対し，後者は負の影響を示している (β = -0.53 )。 

 第三に，仮説 3 に関しても当初の予測を裏切る結果となった。前述の相関係数 (表 2) でも示唆され

たとおり，英語に対して否定的感情を持っているからといって必修化に賛成するわけではないようで

ある。たしかに「英語による苦労」 (β = 0.20) には必修化支持を促す有意な効果が認められるが，一

方，それ以外の 2 変数 (「英語使用への自信」「学校英語への評価」) はいずれも有意ではなく，そも

そも両変数の係数 (いずれも β = 0.02) はほぼゼロであり，影響がほとんどなかったことがわかる。こ

の点で，仮説 3 についてはその大部分が否定されたということになる。 
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図 2 分析モデル，および，分析結果 

 

5．議論 

 

5.1 期待，不安，および必修化支持 

 ここで今一度，結果を整理する。まず，仮説 1，つまり「小学校英語への期待が必修化支持を促す」

という仮説は明確に支持された。たしかに本研究が分析した「小学校英語に期待する効果」は多岐に

わたる。たとえば，「音声面のスキル」のような，言語習得の面に特化しているという意味で ESL/EFL

共通の目的もあれば， ESL では必ずしも重視されない「外国への興味」のような目的論や，日本の

教育制度的文脈を大いに反映した「中学への準備」という期待も存在する。しかし，分析の結果，い

ずれにせよこれらの相互の相関は高く，「期待」というひとつの因子を形成していると考えて問題ない

ことが明らかとなった。たとえば，音声面のスキル育成に期待を寄せる保護者は，外国に対する興味

の喚起も期待しているのである。 

 一方，仮説 2「小学校英語に対する不安は必修化支持を抑制する」はそのままでは支持されず，大

幅な修正が必要である。というのも，一口に不安と言っても，制度面の不安と子どもへの悪影響への

不安は異なる因子を構成し，しかも，必修化支持を前者は促進，後者は抑制というようにその効果も

正反対だからである。ここで当初の予測と反対になったのが，前者 (つまり，制度面の不安による必

修化促進効果) である。ただしこの結果は，予測を裏切ったとはいえ，調査時点 (2006 年) の社会状

況を考慮するならばそれほど不自然ではないだろう。当時既に多数の学校や自治体が独自のカリキュ
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ラムとして小学校英語を行っていた。このなかで大きな懸念となっていたのが，指導者不足や指導内

容のばらつきなど，制度面の不備である。必修化を支持した人の中には，こうした制度上の問題を深

刻に考え，必修化によって抜本的な改善を期待した人が多数存在したと推察できる。じじつ，「指導内

容のばらつき」に関しては 2006 年前後における中教審外国語専門部会でも問題視されており，その解

消を必修化の根拠のひとつにあげていた (文部科学省, 2006)。したがって，同様のロジックで保護者

が必修化を支持していても不思議ではない。 

 以上の結果からさらに示唆される点が，小学校英語に対する賛否の構造の複雑さである。なぜなら，

本分析結果を踏まえれば，しばしば過度に単純化されて描かれる「小学校英語の効果に肯定的な賛成

派 vs. 小学校英語の問題点に懸念を抱く反対派」という対立図式よりも，もっと多くの立場を想定す

べきだからである。この点を確認するために，期待 6 設問および不安 5 設問を用いて，非階層的クラ

スタ分析 (K-means++) を行い，回答パタンの分類を試みた。分析の結果，図 3 の 6 つのクラスタに分

類するのがもっとも解釈しやすいと判断した。なお，図は見やすさを考慮して，クラスタ平均値を因

子ごとさらに平均化した値をもとに図示している (4 件法の各選択肢に -1.5, -0.5, 0.5, 1.5 を割り振る

ことで理論上の中央値がゼロになるようにして計算している)。 

各
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図 3 クラスタ分析の結果 

 

 クラスタ名が付されている順番に各クラスタの特徴を述べる。第一のクラスタは「期待大 (条件付

き)」と呼べるタイプで，効果への期待は最も高いが同時に制度面にも大きな不安を抱いている。手放

しで期待しているわけではない点で，条件付きの期待と言える。対照的に，第二のクラスタは，小学

校英語の効果に肯定的であり，不安は大して感じていない。この点で，「楽観的期待」クラスタと呼ぶ

ことができる。第三と第四のクラスタはともに期待は中程度，制度面の不安は相対的に高いが，子ど

もへの悪影響を懸念しているか否かという点で対照的である。第五のクラスタはどの面でも期待も不

安もない，いわば「中庸」クラスタである。第六のクラスタは，効果への期待がない一方で，制度面

の不安が強く，子どもへの悪影響も大いに懸念している。この意味で反対派の典型と呼べるクラスタ

である (ただし，以下で見るとおり，このクラスタでも 4 割程度は必修化を支持している)。 

 次に，これら 6 つのクラスタごとに必修化賛否の回答を集計する。図 4 がその結果である。「期待大 
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(条件付き)」や「楽観的期待」のクラスタでは圧倒的多数が必修化に賛成していることや，「期待なし・

不安大」クラスタで反対派が過半数を占めることは驚くにあたらない。しかしながら，「不安大・多少

の期待」クラスタのように期待度は相対的に高いものの，反対者もある程度見られるクラスタがある

ことは注目に値する。本論文の冒頭で述べたとおり，世論の支持を追い風に必修化が決定したかのよ

うに概念化される小学校英語だが，その内実は決して単純ではないことを物語っている。 

 

期待なし・不安大 (n=517)

中庸 (n=587)

運用上の不安 (n=792)

不安大・多少の期待 (n=686)
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反対
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回答者のシェア（％）
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図 4 必修化に対する賛否・クラスタ別 

 

5.2 「早期英語支持を促す英語に対する怨念」論をめぐって 

 次に，仮説 3 に関する論点，つまり，英語に対する保護者の否定的感情の影響について議論したい。

結果を今一度整理すれば，「英語使用への自信」や「学校英語への評価」は必修化支持に対し正負いず

れの影響もなく，唯一影響を示したのが「英語による苦労」であった。この意味で，従来英語教育学

者が行ってきた説明 ――つまり，小学校英語を歓迎する世論の背後には，学校英語や自身の英語力に

対する否定的感情があるとする説明―― は，少なくとも本データに関する限りあてはまらない。ただ

し，「英語による苦労」だけには支持を促進する効果が見られる点には説明が必要だろう。たしかに，

現在英語使用に自信があるか否かは究極的に言えば「自己の責任」と見なされ得る態度であり，そう

した感情をいわば「身勝手に」子どもの教育に投影する保護者は少ないのかもしれない。一方で，苦

労してきた経験は必ずしも「自分だけの責任」とは言いがたい側面がある。つまり，「もし小学校から

英語を習っていればもっと苦労は少なかったかもしれない」という考え方が容易に呼び起こされるた

め，必修化支持につながったと考えられる。 

 ここで新たな謎は，そうであればなぜ「学校英語への評価」も何ら影響力を持たなかったのかとい

う点である。一見すると，自分が受けてきた学校英語教育への不満は制度に対する不満であり，小学

校英語に代表される英語教育改革への不満に容易につながりそうなものである。しかし，本データの

「学校英語への評価」は「自分の責任」の側面がやはり強いと考えられる。なぜなら，自分が受けて

きた英語教育が役立たったかどうかという評価は，英語教育課程に対する満足度だけでなく，勉強に

熱心に取り組んだかどうかや，英語使用機会の有無，英語力を要求される仕事に就いたかどうかなど，
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個人的な事情にも左右されるからである。この点は，「学校英語への評価」が「英語使用への自信」や

教育レベルのような個人の属性に関するものと相関が高い事実が示唆している (それぞれ, r = .59, r 

= .22)。「学校英語への評価」もやはり「自分の責任」の側面が強いため，必修化に対する態度に影響

を及ぼさなかったと考えられる。 

 では，英語教育学者による説明と本研究結果の間の食い違いはどのように解釈すればよいか。単純

化すれば， (a) 英語教育学者の説明が間違っている， (b) 英語教育学者の説明の次元と本研究で用い

たデータの次元が異なる， (c) 本研究結果が間違っているという 3つの可能性が指摘できる。ただし，

本論文自身が3番目の可能性を議論するのは論理的に不自然なので，ここでは前2者に焦点化したい。 

 まず，第一の可能性は，英語教育学者の多くが大衆心理や社会意識論の専門家ではない以上，あり

えない話ではない。現に，英語教育関係者の生産する「日本人」観には，しばしば保護者を含む「大

衆」が英語熱に浮かされた非合理的な存在としてイメージされており (寺沢, 2015, pp. 101-102)，その

結果，相当程度のバイアスが含まれている可能性がある。つまり，こうした言説的磁場のなかでは，

「保護者の怨念めいた非合理的感情が必修化支持の態度を形成した」という説明は好まれやすい。し

かしながら，保護者も子どもの教育に責任を持っている以上，自身の勝手な思い込みで常に教育態度

を変えるわけではなく，ある程度の合理的判断を行っているはずである。こうした「大衆」観，ある

いは「保護者」観とのギャップが，結果に違いを生じさせた可能性がある。 

 第二の可能性は要するに，英語教育学者の想定と本データでは現象の文脈が異なるということであ

る。本研究は保護者の態度しか分析していないが，英語教育学者は世論一般を問題化していることが

多い 9。たしかに，前述のとおり保護者は小学校教育の利害関係者の一員であり，その点で合理的か

つ責任ある判断をする可能性も高いが，小学校英語に何ら関係ない一般大衆の場合，その保証はない

かもしれない。じじつ，有権者全体をサンプルにした早期英語教育への態度の分析を行った寺沢 (2015, 

12 章) によれば，英語力に自信のない人のほうが小学校低学年時での英語教育開始を支持している 10。

「必修化」支持と「小学校低学年から開始」支持ではやはり文脈がずれているが，保護者の態度と世

論全体の間に大きな乖離が存在する可能性を示唆している。この点に，英語教育学者の従来の説明が

本研究では支持されなかった原因があるかもしれない。 

 

6．結論 

 

 本研究は，小学校英語をめぐる世論の状況を考察するため，必修化直前に保護者を対象に行われた

大規模調査を二次分析した。とくに，必修化に対する保護者の支持がどのような構造に支えられてい

たのかを検討した。その結果を今一度まとめると次のとおりである。まず，小学校英語への期待感は，

どのような効果に対する期待であれ，必修化支持を促した。一方で，小学校英語に対する不安は，「制

度に対する不安」と「子どもへの悪影響への懸念」に大別され，前者は必修化支持に，後者は必修化

不支持を促すことがわかった。また，必修化に対する保護者の肯定的態度は「英語への怨念」という

単純な構図では説明できないこともわかった。 

 最後に，本研究の政策的示唆を述べたい。政策論上もっとも重要な知見のひとつとして，小学校英

語に対する制度面での不安が必修化支持をむしろ促した点があげられる。言い換えれば，早期開始へ

の楽観的な期待が保護者を必修化賛成に方向付けたわけでは必ずしもない点である。たとえば，図 3
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で見たとおり，大きな懸念などなく「手放し」で小学校英語を支持したと考えられる「楽観的期待」

クラスタは計 529 人と全体の 14.7％を占めるに過ぎない。一方，「期待大 (条件付き)」クラスタは，

実にほぼ 100％が「賛成」あるいは「どちらかといえば賛成」を選択し，最も強く必修化を支持して

いたグループであるが，同時に制度面の不備にも強い懸念を示していた。逆に言えば，強く懸念して

いたからこそ，必修化によって事態の改善を願った層であるとも言える。以上の事実が示唆するのは，

「世論の (あるいは保護者の) 支持」と言ってもその内実は多様であり，必ずしも手放しで必修化に

賛意を示していた人ばかりではないことである。 

 冒頭でも触れたとおり，中教審外国語専門部会の答申 (文部科学省, 2006) は，必修化の背景として

保護者の支持を引用していた。たしかに同答申では，「英語教育意識調査や『義務教育に関する意識調

査...』では，保護者の約 7 割が小学校段階からの英語を必修とすることに積極的な回答をしている (p. 

4)」と報告している。しかしながら，保護者の支持に関する記述はこれだけであり，保護者の肯定的

態度の背後にある複雑な構造は一切暗示されていない。ともすると，保護者は手放しで必修化を支持

したとも理解されかねない記述ですらあり得る。 

 関係者には周知の事実であるが，「世論」は小学校英語・早期英語教育の推進のために盛んに利用さ

れてきた。たとえば，北村 (1997) は次のように書いている。 

 

社会人を対象にした小池生夫 (1990) の調査においても，英語を「中学以前から学ばせるべき」

だと考える人が 76.9%を占めることが報告されている。すでに紹介した調査も含めて考えれば，

もはや...国内世論はすでに明白に「小学校からの外国語教育」を願望しているのである。問題は

この期待に応えられるような教育をいかに実現していくかにある。( p. 27) 

 

 小学校英語推進の根拠として世論の支持をごく素朴に引いた主張だが，この文献の刊行年 (1997 年) 

を考慮するなら仕方ない面もあったかもしれない。当時の児童英語には政策的バックアップがほとん

どない状況であり，小学校英語を推進する草の根的運動を展開していくうえでは，「世論の支持」を持

ち出すことに戦略上の意義もあっただろう。しかしながら，仮に 2000 年代半ば以降に同様のレトリッ

クが用いられていたとすれば，それはもはや許容できるものではないだろう。なぜなら，本研究結果

が示したように「世論の支持」の背後には単なる期待感だけでなく大きな不安感も同時に渦巻いてお

り，それらを小学校英語推進の「追い風」と素朴に見なすことは厳に慎むべきだと考えられるからで

ある。教育政策において世論を引く際には，たとえ「支持」の世論であってもその背後の複雑な期待・

不安を適切に考慮することが求められると言える。 
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注 

 
1 本論文は，次の口頭発表に基づく。寺沢拓敬 (2014) 「小学校英語をめぐる保護者の意識: 大規模意

識調査データの 2 次分析から」関東甲信越英語教育学会第 38 回千葉研究大会，2014 年 8 月 23 日.  
2 ただし，新聞社による世論調査 (cf. 寺沢, 2015, p. 217) を見ても「英語より国語」という世論の隆

盛は見て取れない。たしかに伊吹文明文部科学大臣 (当時) の発言をはじめとして国語重視論はある

程度の存在感を示していたが，それが「教科化」を押し留めたという話は寡聞にして知らない。そも

そも当時，2011 年度指導要領改訂での教科化を目指していた関係者は少数派だっただろう。 

3 寺沢 (2015) は次のような 3 種類のモデルを検討している。 (A) 教育一般への肯定的態度→早期英

語賛成， (B) 英語力への自信の欠如→早期英語賛成， (C) 英語使用に対する実際の行動および重要

性認知→早期英語賛成。なお，分析の結果， (A) の仮説は全面的に支持され，一方 (B) と (C) は部

分的に支持 (部分的に否定) された。 

4  この手続きを見る限り，無作為抽出であるが，報告書には「対象者は市区町村の人口規模および人

口密度を考慮した有意抽出法」とも書かれている。おそらく，層化の基準に何らかの恣意性が入って

いたため，安全のために有意抽出と表記したのだと想像される。 

5  分析に用いたソフトは，R. 3.02 である。分析に用いたパッケージ (関数) は，カテゴリカル相関係

数 (ポリコリック相関係数) の算出には hetcor{polycor}，カテゴリカル変数用の構造方程式モデリン

グ (SEM) には cfa{lavaan}，非階層的クラスタ分析 (K-means++) には kmeanspp{LICORS} である。 

6  本来であれば回答者の年齢も統制する必要があると思われるが，本データの年齢には誤記・誤入力

が疑われる部分が多数見つかったため，安全のためにモデルに含めるのを控えた。 

7 本データのサンプル抽出法，つまり層化多段抽出 (2 節参照) は，一般的な SEM が前提にする独立

同一分布の仮定を満たしていない。したがって，正確な推定値を得るために，標本抽出法に伴うバイ

アスの修正が必要である (豊田, 2014, 10 章)。しかしながら，本論文では以下の理由によりこの方法に

よる結果の提示はしなかった。第一に，本論文執筆時点では順序変数に対応したバイアス修正 R パッ

ケージが入手できなかったためである。第二に，連続変数用のバイアス修正パッケージ

lavaan.survey{survey} を用いて (つまり，全観測変数を連続変数と見なして) 分析を行った結果，結論

に影響を与えるような相違は確認できず，抽出法に伴うバイアスは無視できると判断したためである。 

8  適合度指標は次の通り。χ
2
 (104) = 2375.288 (p < 0.001), RMSEA = 0.083(90％CI: 0.080 ~ 0.086), SRMR 

= 0.056, GFI =0.969, AGFI = 0.952, CFI = 0.970, TLI = 0.963. 
9 ただし，明示的に保護者の態度を問題にしている論者もいる (和田, 2004, p. 121)。この場合，分析

対象の違いでは説明がつかない。 
10 ただし，就学前開始については英語力に自信のある人のほうが支持しているので結果は少々複雑で

ある。詳細は寺沢 (2015, 12 章)。 
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