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⼩学校英語教育導⼊の経緯 1
Ø1992年、公⽴⼩学校で、⼩学校英語教育の実験校を2校設置(江利川, 1996)

Ø1996年、全都道府県に⼀校以上、実験校を配置(江利川, 1996)

Ø2003年、「『英語が使える⽇本⼈』の育成のための⾏動計画」では・・
コミュニケーション重視の英語教育と⾼校卒業までに⽇本国⺠が⾝につ
けるべき英語⼒ (⾼校卒業時点で英検2級〜準2級程度) が記されていた



⼩学校英語教育導⼊の経緯 2

Ø2006年、教育課程部会「審議経過報告」（平成18年2⽉13⽇）の抜粋によると・・

「義務教育に関する意識調査等においても保護者や⾃治体関係者から充実を求める声が

強い。国際的にも、EUにおけるフランスや、中国・韓国など近隣アジア諸国を含めて、

国家戦略として、⼩学校段階における英語教育を実施する国が急速に増加している。

このような状況の中で、国としては、義務教育答申で既に提⾔しているとおり、⼩学校

段階における英語教育を充実する必要がある。」



⼩学校英語教育導⼊の経緯 3
Ø2011年より、すべての公⽴⼩学校の⼩学校5・6年⽣において、
「外国語活動」が週1コマ導⼊される

Ø2020年より、すべての公⽴⼩学校の⼩学3・4年⽣において週1コマ
「外国語活動」、⼩学5・６年⽣において教科として週2コマ「英語」
が実施される

Ø将来的には、⼩学校１年⽣から実施される可能性も ?



2020年度より実施される⼩学校英語教育改⾰は、
学習者の英語にどのような効果が期待されるのか

現状、発表者が調査できる範囲で、有意義な検証を⾏う



⼩学校英語教育の研究
豊永・須藤(2013)が実施した先⾏研究の分類法に基づくと・・

(1) 情意⾯の研究
Ø⼩学校英語教育導⼊による、学習者の「異⽂化理解」「英語への態度の変化など」

Ø⽇本児童英語教育学会 (JASTEC)プロジェクトチーム(1994)、Adachi(2013)など

(2) 技能⾯の研究
Ø⼩学校で英語教育を受けた群と受けなかった群の四技能、⽂法能⼒の⽐較

ØJASTECプロジェクトチーム (1987) など



⼩学校英語教育の研究 (情意⾯)

JASTECプロジェクトチーム(1994)
参加者：私⽴中学の⽣徒、私⽴⾼校の⽣徒、国⽴⼤学と私⽴⼤学の学⽣の計1417名

内容：⼩学校で英語教育を受けた⽣徒と、受けてない⽣徒の異⽂化理解差異を調査

結果：⼩学校英語教育の経験者は外国⼈の考え⽅に理解を⽰す傾向があった

Adachi(2013)

参加者：公⽴⼩学校1校の⾼学年の児童762名

内容：2007年〜2009年の各年度の時点における児童の情意⾯の変化

結果：授業数の増加につれ、コミュニケーション⾯の学習意欲が低下する傾向があった



⼩学校英語教育の研究 (技能⾯)

JASTECプロジェクトチーム(1987)

参加者: 私⽴中学校1校の中学⽣・⾼校⽣、合計72名

内容：早期英語学習者とそうでない学習者の⻑期的な技能の⽐較

結果：中学１年⽣では早期学習者がスピーキングの技能で有意に⾼い

⼀旦、中学３年でほとんど差がなくなり、⾼校２年⽣の時点ではまた差が開き始める

＝⻑期的にみると少なくともスピーキングでは、早期英語学習は有効、と結論づけた



豊永・須藤(2017)による、従来の調査⽅法への批判

Øサンプルの有意抽出、サンプルサイズが⼩さい、研究者が⽤意した独⾃テ
スト効果の単純⽐較、が⾏われいる点

Ø技能⾯に⽐べ、異⽂化理解などの調査があまり実施されていない

Ø技能⾯の研究では、学年を明確に区別した研究が⾏われていない

＝豊永・須藤(2017)では調査される様々な要因 (社会階層、地域、ジェンダー
など)を統制して、ベネッセ教育総合研究所が2009年に実施した「第 1 回中
学校英語に関する基本調査」の2次分析を⾏った



社会調査の限界
基本的に⼤規模な社会調査の2次分析

Ø新たな制度導⼊の効果を予測するにはあまり向いていない

調査の性質上、英語のテストを調査対象者に受けさせるのは困難

Ø基本的に英語の技能⾯をリカートスケールで測らざるを得ない

Ø社会学としての調査の妥当性 ≠⾔語テストとして調査の妥当性



リサーチギャップ
2020年度より実施される⼩学校英語教育改⾰は、
学習者の英語にどのような効果が期待されるのか

情意⾯
Ø 現状では、調査しづらい、今後、⼤規模な社会調査を実施することが求められる

技能⾯
Ø ⼩学校でより早期から英語を学習した群と、⼩学５年⽣から学習する群との⽐較は
可能

Ø JASTECプロジェクトチーム(1984)によると、⾼校２年⽣の時点で、経験群と⾮経験
群の技能の差が開くといわれているが、検証の余地がある



本研究の⽬的

⼩学１年⽣から英語学習経験がある⾼校３年⽣と(早期学習群)、

現在の英語教育の標準開始時期である⼩学５年⽣から

英語学習経験がある⾼校３年⽣ (通常学習群) の英語⼒に差異が
あるかを検証する



実験内容
Ø⾼校３年時の早期学習群と通常学習群の英語⼒を⽐較する

Ø⽐較⽅法は、
①実験当⽇の英語⼒を⽐較する→ C-test

②「『英語が使える⽇本⼈』の育成のための⾏動計画」の⽬標に
達しているか → 合格した⺠間試験を記⼊してもう



参加者
Ø関東近郊にある、⼩学校から⼤学までの⼀貫校に在学している私⽴⾼校3年
⽣135名が参加した (2018年5⽉実施)

Ø調査対象の⾼校では、⼩学校1年⽣から週2回英語の授業が⾏われている

Øなお, 実験参加者は、中学１年⽣から両群とも同じカリキュラムで教育を受
けている

Ø半年以上海外の⼩学校に留学した経験のある参加者と、質問紙の記⼊に重⼤
な不備があった参加者を調査対象者から取り除いた

Øその結果、早期学習群31⼈、通常学習群56⼈を分析対象者とした



①C-test

ØC-testとは、1953年にTaylorによって開発されたCloze testに改良を加え
たものを指している（Raatz & Klein-Braley, 1981; ⽶⼭, 2003）

ØC-testは、包括的な英語⼒を測定していることを⽰している(Dörnyei 
and Katona, 1992)

ØDörnyei and Katonaと同様、ジャンルの異なる4種類のテキストからそ
れぞれ25箇所、合計100個削除し、問題を作成した



C-test
The Entrance Exam System(Lv.3) 

Perhaps the most stressful period in the life of students in Japan comes towards the end of 
high school, when they prepare for and take exams to get into university. 

The unive(      ) entrance ex(        ) system i(     ) often cal(      ) 
“examination hell.” Stud(     ) study ha(      ) for ma(       ) months t(      ) 
prepare f(      ) tests i(     ) which, in ju(     ) a few ho(      ), their wh(      ) 
future se(       ) to be dec(      ). During t(      ) exam sea(      ), national 
newsp(       ) and maga(        ) put stor(       ) about t(      ) tests o(     ) the 
fr(      ) pages, as stud(        ) are seen to be figh(       ) an “examination war” to 
win a place at their chosen university. 
�Reference�What do you think? Spring 2013 – interactive skills for effective discussion 

Book Ⅰ center for English discussion class.� 
�



①他のテストの⽅が良いのでは？

Ø本来は、TOEFL ITPなどを受験させることの⽅がテストとしての
妥当性があると想定される

Øその⼀⽅、特定のテストだと、参加者によってテストの受験回
数の違いにより、課題の解答しやすさが異なってしまう可能性
があるのでC-testを⽤いた



②⺠間試験の取得率
Ø⾼校３年⽣の時点である基準以上の⺠間試験に合格したものの割合を早期学習群と通常
学習群で⽐較した

Ø今回実験を実施した時、参加者は⾼3の5⽉であったので、「『英語が使える⽇本⼈』の
育成のための⾏動計画」で国⺠が⾝につけるべき英語⼒とされている、英検準2級程度
を基準とした

Ø英検以外の⺠間試験の基準に関しては、⽂部科学省が平成30年に提⽰した「各資格・検
定試験とCEFRとの対照表」を参考にした(hTp://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/kou
tou/091/gijiroku/__icsFiles/afieldfile/2018/07/27/1407616_003.pdf)。

Ø質問紙では、以下のように参加者に尋ねた
「これまで受けた英語検定試験（IELTS、TOEFL、TOEIC、英検、ケンブリッジ英検、その
他）がある場合は記⼊してください。複数ある場合は全部記⼊してください。
例：英検2級取得」

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/091/gijiroku/__icsFiles/afieldfile/2018/07/27/1407616_003.pdf


結果 1

Øt検定の結果、早期学習群は、通常学習群と⽐べてC-testの点数
に有意な差がなかった (t (85) = -1.581, p >0.1)

Ø両群間のC-testの点数差も⼩さく(早期学習群 = 平均44点、標準
偏差 = 13：通常学習群 =平均50点、標準偏差 = 15.5)、効果量(d)

も⼩さかった (d = 0.35)



結果 2

Ø英検準2級以上の取得者の割合を調査したところ、早期学習群が
64%（31⼈中20⼈合格）、通常学習群が85%（56⼈中48⼈合格）と
いう取得率であった

65%

35%

早期学習群

取得者 ⾮取得者

86%

14%

通常学習群

取得者 ⾮取得者



考察 1 C-testの結果
Ø本研究結果では、私⽴⾼校３年⽣の時点で、早期学習群は、通常学
習群と⽐べて、C-testの点数には有意差はなく、また、英検取得の割
合も通常学習群の⽅が⾼かった

Øこのことから、通常の児童よりも早く英語学習を始めたとしても、
⾼校３年⽣の5⽉の段階では、差はなくなるということが⽰唆された



考察 2 ⺠間試験の取得率

Ø英検準2級の取得率は、通常学習群の⽅が⾼かった

Øそのことから, ⼩学5年⽣よりも前に英語学習を開始したとして
も, 英検取得率に関しては、本研究結果からは、その後の学習
で逆転できるほどの差であることが⽰唆された



結論
Ø⺠間試験の取得率は、通常学習群の⽅が⾼かったため、⼩学１年⽣
からの早期学習による差は、中学、⾼校での努⼒で逆転できるほど
の差であると考察される

Ø⼩学1年⽣から英語学習を始めたとしても、⾼校３年⽣の段階で
は、差がなくなるため、⼩学５年⽣よりも早期に開始しても期待さ
れるほどの効果は望めない可能性がある



限界と今後の課題

Ø今後は早期学習群が有利とされる⾳声⾯での差異を検討すべき

Ø早期学習群の⽅が⺠間試験取得率が低かったことを深掘りすべき

Ø情意⾯に関しては、2020年度以降、⼤規模統計による社会学の⾒地
からの考察が望まれる
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