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日本人の‘内向き志向’ 問題

英語を使うことへの自信のなさ
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ゆとり教育

アクティブ・ラーニング
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iBT TOEFL (2014)—アジア各国の結果
Reading Listening     Speaking    Writing      TOTAL
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高校3年生でも大
半が英検3級以下

平成26年度英語力調査結果（高校3年生）の速報（概要） 5



平成25年度高等学校等における国際交流等の状況について
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高校生の海外留学に対するモチベーションの国際比較
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英語学習に関する
意識調査の結果
（国立教育政策研究所）
（平成24年特定課題に関する
調査調査結果（中学校）より）

英語を学習すれば，受験に役立つと思いますか。

英語を学習すれば，好きな仕事につくことに役立つと思いますか。

将来，英語の勉強を生かした仕事をしたいと思いますか。



新入社員のグローバル意識調査（第6回）
（産業能率大学）

http://www.sanno.ac.jp/research/pdf/global2015.pdf

日本企業はグローバル化を進めるべきだと思いますか？
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語学力・コミュニケーション力

海外で活躍するために必要だと思う能力をお選びください
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あなたはこれから海外で働きたいと思いますか。

海外で働きたいと思うか
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海外で働きたくない理由
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あなたは英語をどの程度習得していますか？
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Which should we aim for:

Native English Education 

or 

Plurilingual Education?

No matter how much I try, 

I’ll never become better than returnees
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注：和訳によるニュアンスの違いが生じないよう、原文のまま掲載



Kawashima (2013) の研究
The Effects of Exposure to Non-native English on Self-confidence of Japanese High 

School Students. Unpublished PhD dissertation, Macquarie University.

Exposing non-native English to high school students

→ the more non-native varieties of English the students 

are exposed to in class, the more the students themselves 

develop positive attitudes towards non-native varieties of 

English, as well as towards using non-native Japanese English

→ the less exposure to non-native varieties of English and 

the lower the English proficiency level of the students, the more 

negative their attitude becomes towards non-native varieties of 

English, and the stronger their attitude becomes towards the 

use of native English

＊＊Can be said of teachers, too?
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注：和訳によるニュアンスの違いが生じないよう、原文のまま掲載



Results show that although the participants were learning 

English as a foreign language and their goals for learning 

English were to achieve native-like competence, they mainly 

had Japanese teachers of English in mind as speaker models. 

Although it is not necessary to have native-like English in order 

to be seen as a speaker model, it is necessary for students to 

observe the speaker model using English for communicative 

purposes.

Characteristics of speaker models for Japanese 

university students                           
Kenta Yamanouchi

Eurasian Journal of Applied Linguistics 1 (2015) 5–23

students’ attitudes about what characteristics led students to see someone 

as a speaker model
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注：和訳によるニュアンスの違いが生じないよう、原文のまま掲載



Whose English is American English?

Ownership of English

Whose English is British English?

Whose English is Indian English?

Whose English is Japanese English?

THEIR 

ENGLISH

MY

ENGLISH

Whose English is English as 

Lingua Franca?

OUR

ENGLISH

The Interaction Hypothesis
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注：和訳によるニュアンスの違いが生じないよう、原文のまま掲載



グローバル化に対応した英語教育改革実施計画
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高等学校学習指導要領

聞いたことや読んだことを踏まえた上で話したり書いたりする言語活動を適切に取り入れな
がら，四つの領域の言語活動を有機的に関連付けつつ総合的に指導する

コミュニケーション英語 Ｉ
a. 事物に関する紹介や対話などを聞いて，情報や考えなどを理解したり，概要や要点を
とらえたりする

b. 説明や物語などを読んで，情報や考えなどを理解したり，概要や要点をとらえたりする
c. 聞いたり読んだりしたこと，学んだことや経験したことに基づき，情報や考えなどにつ
いて，話し合ったり意見の交換をしたりする

d. 聞いたり読んだりしたこと，学んだことや経験したことに基づき，情報や考えなどにつ
いて，簡潔に書く

コミュニケーション英語 ＩＩ
a.事物に関する紹介や報告，対話や討論などを聞いて，情報や考えなどを理解したり，
概要や要点をとらえたりする

b.説明，評論，物語，随筆などについて，速読したり精読したりするなど目的に応じた読
み方をする

c.聞いたり読んだりしたこと，学んだことや経験したことに基づき，情報や考えなどについ
て，話し合うなどして結論をまとめる

d.聞いたり読んだりしたこと，学んだことや経験したことに基づき，情報や考えなどについ
て，まとまりのある文章を書く
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(Anderson & Krathwohl, 2001)

Importance of Cognitive Processes

To develop the ability to accurately understanding speaker’s intention and 

ideas, expressing own idea logically—providing evidence and reasons—

counter-argue and persuade listener （Development of Language Ability)

can the student recall or remember the information?

can the student explain ideas or concepts?

can the student use the information in a new way?

can the student distinguish 

between the different parts?

can the student justify a 

stand or decision?

can the student create new 

product or point of view?

Five Proposals and Concrete Plans to improve the Ability to Use 

English as an International Language

Ultimate CAN-DO goal
23

注：和訳によるニュアンスの違いが生じないよう、原文のまま掲載

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/BloomsCognitiveDomain.svg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/9e/BloomsCognitiveDomain.svg


FLESの課題と役割

24



Ｑ．小学校での英語の授業や活動はどうでしたか。

楽しかった 70.7
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小学生の英語学習に関する調査(ベネッセ教育総合研究所 2015年)

英語がわかったり通じたりするとうれしい

他の教科と比べて英語はおもしろい

教室の外で英語を使ってみたい
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文部科学省「教育課程の編成・実施状況調査（H25）」

誰が小学校英語を教えることになるのか

小学校第5学年のわずか 5.8%，第6学年のわず
か6.2% が年間を通じて英語学習における教科
担任制を実施している。

中学校英語の教員免許状を所有している小学
校教員の割合は４％である。

現在の状況
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85.3 

81.5 

48.5 

47.7 

42.5 

38.9 

75.7 

81.2 

35.9 

35.6 

31.6 

27.4 

英語の授業で学んでいることは役に立つと思う

英語を話す人々と友だちや知り合いになりたいので勉

強する

世界をよりよく理解するために、他の文化について学び

たいので勉強する
経験あり

経験なし

●現在の英語学習への意識
（％）

（ｎ＝1,475）

英語を話す人々と友だちや知り合いに
なりたいので勉強する

世界をよりよく理解するために、他の文化について
学びたいので勉強する

メールなどが書けるようになって海外の人と
やりとりがしたいので勉強する

小学校での英語学習の影響

東アジア高校英語教育GTEC調査２００６ （ベネッセ）

受験に必要なので勉強する受験に必要なので勉強する

知らない言葉を学ぶことがおもしろい
ので勉強する

英語を話す人と友達や知り合いになりたいので勉強
する

知らない言葉を学ぶことがおもしろいので勉強する

世界をよりよく理解するために、他の文化について学
びたいので勉強する

メールなどが書けるようになって海外の人とやりとり
がしたいので勉強する
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