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Preface:
The Reality of Global Education at the End of the Heisei Era

第 2 次安倍内閣が 2013 年に閣議決定した「第 2 期教育振興基本計画」の主要目標は、
「高校段
階から世界で戦えるグローバル・リーダー」の育成である 1)。すでに 1990 年代から新自由主義的
な教育改革が当たり前になってしまっているので 2)、よもやそうした教育目標を聞いたところで、
やや鼻息が荒いなというくらいで、とくにおかしいとは感じられないかもしれない。だが、国連
やユネスコが、今の時代にふさわしい「グローバル市民性（global citizenship）」の涵養を提唱して
いることと比較すれば、その異質さは一目瞭然である

3)。このボーダレス化時代に我が国の政府

が若年世代に求めるのは、国際社会の平和共存のために幅広い教養を身につけ、寛容な人格を育
み、異文化を理解する、といったことではない。欲されているのはあくまで、国民国家の枠にと
らわれないコスモポリタンではなく、グローバル競争でお国の成長戦略のために戦う兵士なので
ある 4)。
そして、その戦いの必須の武器とされているのが、英語である。小学校では、2002 年度から新
設された「総合的な学習の時間」において、すでに国際理解教育の一環として外国語会話が入れ
られ、2011 年度からは 5・6 年生の「外国語活動」として英語教育が正式導入されている。そし
て、来たる 2020 年度より全面実施の新学習指導要領では、「外国語活動」の開始は小学校 3 年生
に早期化され、また 5・6 年生では「活動」から「教科」へと格上げされて、教員が教科書を用い
て指導し、成績評価もすることとなった（移行措置期間はすでに今年度より始まっている）。なお、
本改革は、
「読む」
「書く」
「話す」
「聞く」のいわゆる英語 4 技能のうち、とくにコミュニケーシ
ョン・スキルとして括られる「話す」と「聞く」の力を伸ばすためとされている。さらに、従来の
大学入試センター試験に代わって同じく 2020 年度から始まる大学入学共通テストでも、やはり
「話す」
「聞く」の英語能力を測定するという名目で、TOEFL や TOEIC、英検、またベネッセコ
ーポレーションの GTEC といった、民間の資格・検定試験が活用されることとなった。
これら一連の諸改革は、結局のところ、政財官一体となったグローバル化への対応戦略の一環
にほかならない。実際、やはり安倍首相が議長を務める産業競争力会議の 2013 年 6 月「成長戦略
（素案）
」では、小中学校の英語教育改革でさえ「世界で戦える人材を育てる」ためだと規定され
ている

5)。要するに教育機関は、すべからくグローバル競争で我が国の戦いに貢献する人材の養

成機関と位置づけられており、もはや学徒出陣や学徒動員のころと大差ないと言っても過言では
ない。なるほど歴史を紐解けば、日本の科学技術や教育組織の発展は、近代化当初からナショナ
リズムと実用主義に強く規定されていたのだった 6)。そして 21 世紀の今日、教育機関は、グロー
バル化のなかふたたびナショナリズムと実用主義に導かれている。
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言うまでもなくこのことは、大学にもそのままあてはまる。実際、大学の現場は、徐々に戦時
体制化しつつある。前出の「第 2 期教育振興基本計画」で大学にも「世界で戦える」研究力が求
められている一方で、教員も学生も休みを削られて授業時間数を増やされ、そのために国際学会
や海外遊学に行きにくくなったり、研究費や教育費は減らされ、設備や人員を維持できないどこ
ろか書籍の購入すらままなくなって、予算獲得のためにひたすら書類書きに追われたり、奨学金
という名の借金を背負わされたりと、グローバル・スタンダードからはほど遠い高等教育政策が
進んでいる。
「欲しがりません、勝つまでは」の総力戦の精神そのものにしか見えないが、このま
まだと例によって玉砕必至なのは、ここ毎年のように日本のノーベル賞受賞者たちが大学の窮状
を訴えていることからも明らかである。
金も時間も与えないが口は出し、大学の現場に混乱と疲弊をもたらしているそうした「上から
のグローバル化」の最たる例が、2014 年に公募され、その翌年から最大 10 年間の実施期間で始ま
った「スーパーグローバル大学創成支援事業」であろう。いわゆる「選択と集中」を通じて大学
間競争を煽り、それを梃子に一気に高等教育機関のグローバル化を果たそうとするこの政策の詳
細については、ここでは割愛する 7)。ただ、そうした 19 世紀的な社会ダーウィニズムの安直さは、
自然界には競争関係だけでなく共生関係も存在することを指摘しておけば十分だろう。ミツバチ
が絶滅すれば、それに花粉を媒介される植物も絶滅するのである。そうして見ると現在の高等教
育行政は、この国の研究と教育の土台を衰退させ、大学同士の共倒れを推し進めているだけであ
り、既存の何かと何かの組み合わせによるイノベーションの創発をむしろ妨げるだろう。そもそ
も先の見えない時代なのに、適者生存を振りかざしてすぐ役に立ちそうなものばかりに資源を集
中させたなら、全体の存続は不可能である。冗長度なき「最適者」は、将来環境が変動した場合、
真っ先に淘汰されるからである 8)。
とはいえ、この「スーパーグローバル」という、グローバル的には失笑を買いかねない珍妙な
名称の事業が笑えないのは 9)、それら一連の高等教育政策を通じて、大学人たちもまた、世界の舞
台に目を向けるどころかむしろ中央官庁のほうばかりを気に掛け、あまつさえ「忖度」するよう
になっていることである。実際、多くの大学が、大した理念も見識もないまま国から選ばれるた
めにグローバル化計画をぶち上げ、選ばれたあとに辻褄合わせで見切り発車的にグローバル化を
推進している、というのが実状ではないだろうか 10)。だとすれば、その手の「毒まんじゅう」を
11)、食わすほうも食わすほうなら食うほうも食うほうだと言うべきかもしれない。マックス・ヴェ

ーバーの言う「精神なき専門人」に堕しつつあるということだが、いちど精神を失ったら、それ
を取り戻すのは容易ではない。
本報告書は、熊本大学文学部総合人間学科社会人間学コース・2018 年度「社会調査実習Ⅰ・Ⅱ」
（多田光宏担当班）のメンバーが、日本語を母語とする本学学部生にアンケート調査をおこない、
近年のグローバル化とそれにともなう上記のような社会環境の変化のなかで、大学生が、外国語
や海外に対していかなる意識と経験を持ち、また自身の将来などをどのように考えているか、そ
の現状を把握するとともに、ひるがえって現代日本社会のあり方を浮き彫りにすべく、分析結果
をまとめたものである。
じつを言えば本学も、幸か不幸か「スーパーグローバル大学」の一つに選ばれており 12)、たと
えば教養教育科目（語学科目のぞく）のうち、英語で実施される授業の割合を、2023 年までに 50％
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に引き上げるという目標に掲げている 13)。また目玉施策の一つとして、2017 年度入学生から、
「グ
ローバルリーダーコース」――公式的にはその英単語の頭文字から“GLC”と略称されるが、本
学の学生たちは日本語で頭文字を取って「グリコ」と呼ぶ――という新しい入試形態を、学内 7 学
部のうち、教育学部・医学部・薬学部を除いた 4 学部でスタートさせており、初年度はそれぞれ
文学部 10 名、法学部 10 名、理学部 8 名、工学部 20 名が入学した。これら初代の「グリコ」生た
ちは、2 年生までは独自のカリキュラムで授業を受けてきたが、今度の 4 月から 3 年生となり、
各学部で一般学生たちとともに（もしかすると主に日本語で？）専門教育を受ける 14)。この新入
試形態の成否はこれから問われるだろう。
ただ、
「グリコ」生であろうとなかろうと、現在の日本における大学生の大部分が、学童期から
今日に至るまで、政財官の「グローバル」の大合唱を聞かされ、またそれによる何らかの教育改
革を経験してきた世代に属する。このようなわけで、グローバル化対応をつねに求められて続け
てきた彼・彼女たちが、外国語や海外に対して実際にどのような意識や経験を持っているかを探
ることには、研究と教育の現場が急速に変わっていくいま、意味があるように思われる。残念な
がら今回の調査サンプル校は本学のみであり、しかも個人情報の都合もあって、調査票の配布も
厳密な無作為抽出にもとづくものではない。ただ、本学はその本来的な特色として、スーパーグ
ローバル大学の採択校である以前に、地方の一中堅大学という性格が強い。海外に飛びだすより
も地域に根付いて生きていこうと考えている学生たちが少なくなく、鼻息の荒い政財界人たちが
理想とする大学生像とは乖離があるはずである。事実、今回のわれわれの調査でも、本報告書「概
要・集計編」ですでに容易に見て取れるように、日頃から多少でも英語を積極的に勉強している
学生の割合は 2 割に届かず（問 2）
、また、政財界が重視する英語でのコミュニケーション、つま
り「話す」
「聞く」に対しては、じつに 7～8 割の者が苦手意識を持っていることが示された（問
4）
。さらに、在学中に留学の経験や予定のある者は 1 割に満たず（問 13）、積極的に海外で働いて
みたいと思う者は、赴任や出張のレベルまで含めてすら 3 割を下回り（問 12）、そもそも本学がス
ーパーグローバル大学に選定されていることさえ知らなかった者が 6 割を超える（問 14）
。だが、
いまの大学生の現実としては、むしろこのような（ときに「内向き」と批判される）タイプのほ
うがマジョリティではないだろうか。少なくとも本学は、スーパーグローバル大学かつ地方中堅
国立大学というその両義性ゆえに、
「グリコ」生から強固な地元志向の学生までウィングが幅広く、
よって全国の多様な学生のあり方へと一般化しうるような知見を得られる可能性はむしろ高い。
その点で、サンプルとしては好適だと思われる。なお今回の調査では、本学学部生 7000 人強に対
し、その 1 割を超えるじつに 904 人分ものデータを集めたことを付記しておく。いずれにせよ、
社会が急激に変容（あるいはウルリヒ・ベック風に言えば「変態 metamorphosis」15)）するこの時
代に、政財官、さらには学からのグローバル化圧力を受けながら生きる大学生たちについて、た
とえ一側面でも切り取ることができれば、まずは十分な価値があろう。
あと数カ月で平成も終わる今、振り返ればほぼ「失われた 30 年」だったように思う。リスク社
会化が進み、個人化も手伝って、社会の分裂は拡大一途である。ボーダレス化や新興諸国の台頭
のなか、経済的な地位と自信を失い、それを新自由主義とナショナリズムで回復しようとするな
かで、先に述べたようなグローバル教育政策が浮上してきたのだった。そして、混迷をきわめる
平成期に優勢となったそうした教育政策の理想と現実の断裂を、そのターゲットとされている学
生たち自身の意識や経験を通じて反省的に見てみようというのが、今回の調査趣旨であった。元
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号が切り替わるにあたり、自分たちの生きた一つの時代を総括するにふさわしいテーマとして、
それは選ばれている。調査に参加した学生たち自身が、その教育政策のいわば当事者なのである。
以下、本報告書において、グローバル化の渦中における大学生たちの意識と経験をできるかぎ
り網羅的に明らかにすべく、各論文のテーマはある程度まで相互ですり合わせたが、最終的には、
執筆者当人の関心を優先することとした。したがって、執筆者同士で内容や分析視角の重複はあ
りうるし、あるいは逆に、たとえ類似のテーマを扱っていても意見や見方の齟齬があるかもしれ
ない。だがそれによってかえって、今回の課題に対し、多面的かつ重層的な光の当て方ができて
いればと願う。
本序文を締めくくるにあたり、まずは今回の調査に回答してくれた 904 人の学生の皆さんに、
心から御礼を申し上げたい。うち一部の方には、スノーボール方式による調査票の配布でも多大
なご協力をいただいた。重ねて深く感謝する次第である。また本学の一教員として、蛇足ながら
皆さんには、変化に振り回されず、目先の環境に適応しすぎることなく、学生時代に多様な体験
を積み、揺るぎない知性と教養を築き上げてほしいと、この場を借りて申し述べておきたい。こ
こ数年で人工知能も長足の進歩を遂げており、翻訳機でさえある程度まで実用に耐えうるものと
なりつつあると言われるだけに、以前にも増してそのように思う。社会が変化すれば、求められ
る実用的な知識や技術はそのつど変わるけれども、生き抜くための土台として必要な力というの
は、そう大きくは変わらないはずである 16)。
また今回の調査票の配布にあたっては、本学人文社会科学研究部の小畑弘己先生、寺本渉先生、
松浦雄介先生、三谷仁美先生、茂木俊伸先生、山本努先生、米島万有子先生、ならびに先端科学
研究部の城本啓介先生の多大なるご理解とご協力により、各先生の授業時間の一部を使わせてい
ただくことができた。また、文学部学科事務室スタッフおよび人文社会科学系総務スタッフの各
位にも、郵送調査の手続きや返送票の受け取りなどで大変お世話になった。以上の皆さまのお力
添えなしには、本調査は成り立たなかった。調査班を代表して厚く御礼を申し上げる次第である。
さらに、統計アプリケーションの技術的・操作的な事柄について、東北学院大学の鈴木努先生と
立教大学の脇田彩先生には、事前に個人的にご相談させていただいた。また、本報告書の諸論考
に併記されている英語タイトルおよび英文要約の一部は、本学特別研究員のアンドリュー・ミッ
チェル（Andrew Mitchell）先生にチェックをお願いすることができた。以上の諸先生方にもあわせ
て深く感謝を申し述べたい。なお今回の調査では、本学で語学科目等を担当される先生方らには
ご協力を仰ぐ機会がなかったが、このグローバル化への対応圧力とそれに反比例する人員削減の
嵐のなかで、普段請け負われているご苦労はいかほどかと思う。われわれの調査票や報告書のな
かには、もしかするとそれらの先生方にとって愉快には感じられない箇所があるかもしれないが、
この調査で示したいのは、本学にかぎらず現在の大学生に共通してあてはまるような一般的知見
であり、そのための設問や分析である点を、どうかご理解いただければと願う。またそれととも
に本報告書が、先生方の置かれている現状の改善にとっても一助となればと思う次第である。
最後に、この調査に参加した文学部総合人間学科・社会人間学コースの学生諸君の労を、心か
らねぎらっておきたい。当初の想定をはるかに超える作業量となり、きわめてハードなスケジュ
ールとなったにもかかわらず、先行研究のレビューに始まり、連日に及ぶ調査票の改訂、また配
布と回収、膨大なデータ入力、2 ヶ月以上に渡る悪戦苦闘の分析原稿執筆、英語要約作成、そして
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最後の報告書編集に至るまで、つねに前向きに、かつ素晴らしい団結力を発揮して乗り切ってく
れた。しかも、カリキュラム事情により、本実習のスタート時点で参加学生たちの統計知識はか
なり限定的であり、事実上ほぼ一から学習しなければならなかったことに加え、担当教員自身が
久方ぶりの量的調査で、また必ずしも統計解析のプロフェッショナルではないため、そのぶん学
生たちへの負荷が大きくなったことも考えれば、その奮闘ぶりは特筆に値する。なお、今回のそ
うした諸事情もあって、もしかすると以下 10 編の論文中には、思わぬ見落としや不備、目の行き
届かなかった箇所などがあるかもしれないが、本報告書を手に取られた方には、それらについて
ご指摘とご指導を請うと同時に、そのいっさいの責は担当教員の力不足に帰せられるべきである
ことを断っておきたい（ただし、前述のような昨今の高等教育行政に由来する予算・設備・人員
等の不足が、大学教育の質一般に影響していることは、強調しておきたい）
。
ともあれ、そうした不利な環境にもかかわらず本報告書を作り上げた学生諸君の真摯な努力と、
予想以上の成長ぶりを、担当教員としてたいへん嬉しく思う。そして皆さんなら、この激動の時
代も、しなやかに生き抜いていくだろうと強く確信している。
2019（平成 31）年 2 月
担当教員

多 田 光

宏

Assoc. Prof. TADA Mitsuhiro
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（2019 年 2 月 6 日取得，https://www.kant
ei.go.jp/jp/singi/keizaisaisei/skkkaigi/dai11/siryou1-1.pdf），18 頁を見よ。また、江利川（上掲論文，27 頁）も参照。
6）山本義隆，2018，
『近代日本 150 年――科学技術総力戦体制の破綻』岩波書店，160 頁を参照。
7）たとえば、同支援事業の概要を記した文部科学省サイトの該当ページ（2019 年 2 月 7 日取得，http://www.mex
t.go.jp/a_menu/koutou/kaikaku/sekaitenkai/1360288.htm）、および、同支援事業の公式サイト（2019 年 2 月 7 日取得，
https://tgu.mext.go.jp/）を見よ。いずれにせよこの種の「選択と集中」型の教育政策は、政府がもはや国民の平等
な教育など放棄しているということを意味する。高校レベルでの「スーパーグローバルハイスクール」や「スー
パーサイエンスハイスクール」などの選定も同様である。
8）以上については、多田光宏，2018，
「社会が変わるには――自由の社会進化論によせて」第 91 回日本社会学会
大会シンポジウム（2）
『自由と秩序の社会学理論』報告原稿．を参照。
9）同支援事業の公式サイトにおいてすら、
「スーパーグローバル大学」は、英語では“Top Global University”と
表記されている。筆者が過去に英語のネイティヴスピーカーに、
“Super Global University”という言葉がどう聞
こえるかを尋ねたところ、
「SF 映画のよう」とのことであった。さらに、同支援事業の略称“SGU”がすでに札
幌学院大学の略称として商標登録されていたことものちに明らかとなり、鳴り物入りのグローバル政策とは思え
ない杜撰さをどこまでも見せつけることとなった。なお、同支援事業の公募から約 4 年後、文科省は 2018 年 5
月 22 日に YouTube で「アニメでわかる！スーパーグローバル大学創成支援事業」
（https://www.youtube.com/watc
h?v=lraK66OnBeg&feature=youtu.be）という動画を公開した。今さらという感があるだけでなく、個人的印象で
は、お世辞にも内容のある動画とは言えない代物であった。だが、もともとこの事業に内容がないために、内容
ある動画を作ることもできなかったということだろう。揶揄するつもりはないが、国内諸大学を振り回した事業
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（一部の教職員には役得があったかもしれないが）がこれかと思うと、グローバル狂騒曲の末路に暗澹たる気持
ちにならないでもない。なおこの動画、公開から半年後の同年 11 月 22 日時点で、視聴回数はたった 606 回、
「いいね」は 2 つのみであった。
「選択と集中」が自己適用されるべきだろう。
10）ちなみに 2018 年 7 月、東京医科大学が、文科省の「私立大学研究ブランディング事業」に選定されたいばか
りに同省局長の子弟を不正合格させていたことが発覚した。さらに同大が、女子受験生や多浪受験生の点数を操
作してその合格者数を抑制していたことも明らかとなった（同様の点数操作は、後日、他の諸大学でも判明した）
。
11）この「毒まんじゅう」という表現は、政府の「選択と集中」政策に対する山際寿一国立大学協会会長の談話
（2018 年 10 月 18 日朝日新聞・朝刊）より。
12）スーパーグローバル大学創成支援事業では、タイプＡの「トップ型」
（世界大学ランキングトップ 100 を目指
す力のある大学）に 13 校、またタイプＢの「グローバル化牽引型」
（我が国の社会のグローバル化を牽引する大
学）に 24 校が採択されており、本学は後者タイプＢのひとつである。参考までに、上掲の同省概要サイトに並
んでいる順で、各タイプの選定大学を次のとおり列記しておく。タイプＡは、北海道大学（国立）
、東北大学（国
立）、筑波大学（国立）、東京大学（国立）、東京医科歯科大学（国立）、東京工業大学（国立）、名古屋大学（国
立）
、京都大学（国立）
、大阪大学（国立）、広島大学（国立）、九州大学（国立）
、慶應義塾大学（私立）
、早稲田
大学（私立）の 13 校、そしてタイプＢは、千葉大学（国立）
、東京外国語大学（国立）
、東京芸術大学（国立）
、
長岡技術科学大学（国立）
、金沢大学（国立）
、豊橋技術科学大学（国立）
、京都工芸繊維大学（国立）
、奈良先端
科学技術大学院大学（国立）、岡山大学（国立）、熊本大学（国立）、国際教養大学（公立）
、会津大学（公立）、
国際基督教大学（私立）、芝浦工業大学（私立）、上智大学（私立）、東洋大学（私立）、法政大学（私立）、明治
大学（私立）、立教大学（私立）、創価大学（私立）、国際大学（私立）、立命館大学（私立）、関西学院大学（私
立）
、立命館アジア太平洋大学（私立）の 24 校である。なお本学の位置する九州地方から選ばれているのは、タ
イプＡの九州大学、タイプＢの本学と立命館アジア太平洋大学のみである。
13）採択校の取り組みとして、同支援事業の公式サイト中のとくに本学紹介ページ（2019 年 2 月 6 日取得，https:
//tgu.mext.go.jp/universities/kumamoto-u/index.html）を見よ。また、本学公式サイト中の該当ページ（2019 年 2 月
6 日取得，http://www.c3.kumamoto-u.ac.jp/、および、https://www.kumamoto-u.ac.jp/kokusaikouryuu/global-torikumi、
など）も見よ。
14）筆者は同コースの事情に明るくなく、しかも初代学生が 3 年生となるのが今度の春のため、ここでの記述に
責任は持てない。受験生らは各自でよく調べてほしい。http://hqac.kumamoto-u.ac.jp/GLC/（2019 年 2 月 7 日取得）
などを見よ。
15）Beck, Ulrich, 2016, The Metamorphosis of the World, Cambridge: Polity.（＝2017，枝廣淳子・中小路佳代子訳
『変態する世界』岩波書店．
）
16）これについて示唆的なものとして、たとえば、新井紀子，2018，
『AI vs. 教科書が読めない子どもたち』東洋
経済新報社．を見よ。一問一答式の暗記型ペーパーテストで人間が人工知能に勝つのはますます難しくなるが、
それ以上の問題は、人工知能では限界があると言われる文章読解能力においてすら、必ずしもすべての人間が優
位に立っているわけではないことである。このことは中堅国立大学である本学学生にも当てはまり、少なくとも
その一部は、日本語の文章を人工知能と同じような機械的な仕方で処理している可能性すらある。上の書籍で挙
げられていた日本語読解力テストを、とある授業で実際に試したことがあるが、文意を正確に取れない者が一定
割合でおり、そうした推測を裏付けそうな結果となった。経験的にも、日本語の長めの文章を正しくかつ論理的
に「読み」「書き」できる割合は決して高くないと感じる。とくに「書く」力のほうは厳しく、日本語を母語す
る学生で、優秀な留学生に日本語での論文やレポートの評価で負ける例は珍しくない。率直に言って、日本語で
作成できる文章の水準が、いわゆる「外国語の学習・教授・評価のためのヨーロッパ共通参照枠」
（CEFR: Common
European Framework of Reference for Languages: Learning, Teaching, Assessment）の 6 段階で B1 レベル（下から 3 番
目のレベル）程度の者、より具体的には、書き方や考え方のスタイルが小中校時代の作文や読書感想文で止まっ
ている者が、少なくないと思われる。ともあれ、従来ホワイトカラーが担ってきた仕事の多くを近未来に人工知
能が奪うとさえ言われていることを思えば、本学にかぎらず現状はまったく楽観視できず、「グローバル」を連
呼して英語学習を奨励する以前に取り組むべき問題はあまりに大きい。当人はもちろん日本社会の今後も左右し
かねない。だが、全体的な底上げ（中長期的な投資）よりも「選択と集中」（短期的なコストダウン）を是とす
るいまの教育体制が、この課題に本気で向き合うとは期待できない。忸怩たる思いだが、せめて本注釈を読んだ
学生が、自分で気づいて学習習慣をあらため、日々研鑽してくれればと願う。
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凡 例
・文献や資料などからの引用文で中略を入れる場合は〔中略〕とした。
・文献などの引用元に誤字がある場合は〔ママ〕とした。
・調査票の自由回答記述について、誤字脱字などの明らかな誤りは、調査者の判断で断りなく適
宜修正した。
・統計分析はすべて統計ソフトウェア SPSS（Statistical Package for Social Science）のバージョン
25.0 を使用した。一部自由回答記述の分析にはフリーのテキストマイニングソフト KH Coder 3
を用いた箇所がある。
・今回の調査における回収数（904 票）を考慮し、統計的有意性の検定では、必要に応じて 10％
未満も有意として表記した箇所がある（慣例的には 5％未満）。
・図表中、アスタリスク（*）を用いて、有意確率が 1％未満（つまり p＜0.01）の場合は「***」、
5％未満（p＜0.05）の場合は「**」
、10％未満（p＜0.1）の場合は「*」と表記した。
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第Ⅰ部

概要・集計編

外国語ならびに海外に対する
大学生の意識と経験等に関する調査
―調査概要と単純集計―

Survey on University Students’ Attitudes
toward Foreign Language and Globalization:
Survey Overview and Simple Tabulation of Results

１． 調査の経緯
グローバル競争が激しさを増すなか、近年、政府は成長戦略において、
「世界で戦える」人材を
育成すべく、各種教育改革の必要性を唱え、また実際に着手している。すでに小学校では、2002
年度から新設された「総合的な学習の時間」において、国際理解教育の一環として外国語会話が
入れられ、2011 年度からは 5・6 年生の「外国語活動」として英語教育が正式に導入されていた
が、来たる 2020 年度の新学習指導要領の実施により、「外国語活動」の開始は小学校 3 年生へと
早期化され、また小学校 5・6 年生では「活動」から「教科」へと格上げされることが決まってい
る。また、従来の大学入試センター試験に代わって同じく 2020 年度からスタートする大学入学共
通テストでも、とくに英語でのコミュニケーション・スキル（
「聞く」
「話す」の力）を測定すると
いう名目で、TOEFL や TOEIC、英検、GTEC などといった、民間の各種資格・検定試験が活用さ
れる予定である。
さらに学校間の「選択と集中」も進められている。高校レベルでは「スーパーグローバルハイ
スクール」や「スーパーサイエンスハイスクール」などが選定され、また大学レベルでは、とく
に 2014 年に「スーパーグローバル大学創成支援事業」が最大 10 年の実施期間で公募され、タイ
プＡの「トップ型」
（世界大学ランキングトップ 100 を目指す力のある大学）に 13 校、ならびに
タイプＢの「グローバル化牽引型」
（我が国の社会のグローバル化を牽引する大学）に 24 校が採
択されている。本学（熊本大学）も後者「グローバル化牽引型」のひとつに選ばれ、その一環とし
て、英語で実施される教養教育科目（非語学科目）の割合を 2023 年までに 50％に引き上げるとい
う目標に掲げるなどし、またすでに 2017 年度入学生からは、
「グローバルリーダーコース」とい
う新しい入試形態を一部でスタートさせている。
このように、国家戦略やそれに準ずる教育理念が先行するかたちで教育と研究の現場の風景が
急激に変化するなか、現実分析のための経験的データを収集すべく、スーパーグローバル大学に
して地方の一中堅国立大学という本学をサンプルにして、日本語を母語とする全 7 学部の正規課
程学部生を対象に、外国語や海外に対する意識と経験に関するアンケート調査を実施した。現在
の日本における大学生の大部分は、学童期から今日に至るまで、政財官そして学から何らかの仕
方でグローバル化対応の圧力にさらされてきた世代と言えるが、一般にそうしたグローバル教育
政策については、いま述べたように政財界人や教育者らの思惑（戦略や「理念」）にばかり注目が
17

集まりがちである。しかし現実を明らかにするには、そうした教育政策のターゲットとされてき
た当事者たちが実際にどのような意識や経験を持っているかを調査する必要があった。

２． 調査の目的
上述の経緯を踏まえ、近年のグローバル化とそれにともなう社会環境の変化のなかで、大学生
が、外国語や海外についてどのような意識と経験を持ち、また自身の将来などに対してどのよう
な考えを有しているか、その現状を把握するとともに、それをもって現代日本社会のあり方を浮
き彫りにすることを目的とした。

３． 調査の方法
調査は、質問紙法によるものであり、対象者に選択肢から選択してもらう形式を主とするが、
一部に自由回答記述も用いた。なお、他機関によって実施された社会調査の結果と比較すること
などを目的に、本調査におけるいくつかの設問については、それら既存の調査のものを参照ない
し使用した。具体的には以下の（10）に掲げる。
（１）調査校

国立大学法人熊本大学

（２）調査対象

上記大学における、文学部、教育学部、法学部、理学部、医学部、薬学
部、工学部の全 7 学部のいずれかに所属する、正規課程の学部生（医・
薬学部は 6 年生まで含む）で、かつ日本語を母語とする者。調査趣旨を
鑑み、本学の学生であっても、研究生・科目等履修生・大学院生等、およ
び正規課程の学部生だが日本語を母語としない者は、対象から除外した。

（３）調査項目

①調査対象者の基本属性（性別、生年月、入学年度・学年、所属学部・学
科、出身地、アルバイト状況、家計状況、奨学金受給状況など）
、②英語
や日本語についての意識、③英語の能力（自己評価、自分の英語力の要
因、資格・検定試験の受験実績）、④外国語の学習経験（英語等の学習状
況、小学校での外国語の学習経験・学習内容）、⑤日常生活での英語の使
用状況、⑥日本のグローバル化教育政策に対する意識、⑦言語教育や言
語政策に対する意識（小学校での英語教育改革や大学での英語による授
業数増加に対する賛否とその理由等）、⑧留学や海外就業の希望、⑨海外
経験（国名、滞在期間、渡航・滞在理由）、⑩ナショナリズム意識（愛国
心・愛郷心）
、⑪日本社会の将来に対する意識、⑫大学進学理由、⑬生活
満足度、⑭諸外国（韓・中・台・露・米）に対する感情、⑮政治意識（支
持政党、内閣支持）
、など。

（４）調査票配布数

1213 票

（５）有効回収数

904 票（有効回収率 74.5％）
※ 2018 年 5 月時点での本学学部生の計 7844 人（男 4644、女 3200）で
ある。内訳は、文学部 776 人（男 234、女 542）、教育学部 1160 人（男
513、女 647）
、法学部 916 人（男 479、女 437）
、理学部 810 人（男 603、
女 207）
、医学部 1341 人（男 635、女 706）
、薬学部 493 人（男 249、女
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244）
、工学部 2348 人（男 1931、女 417）となっている。
（６）標本抽出

調査への協力を承諾してくれた本学教員の授業において、調査条件に該
当しかつ同意を得られた受講者に回答してもらうか、スノーボール方式
を採用し、調査員の学内の友人知人あるいはその紹介等により調査条件
に合う人を探し、回答を依頼した。

（７）調査票配布方法 協力教員の授業の受講生に対しては、調査員が指定日時に授業に出向き、
授業時間内に配布・回答・回収までを実施する集合自記式とした（調査
趣旨の説明等も含めておおむね 25 分程度）
。ただし時間内に完答できな
かった者の調査票については、おもに本学内（教養教育棟）に設置の鍵
付きレポート提出ボックスを通じて回収した。また、調査員からスノー
ボール方式で配布した調査票は、原則として郵送による回収（送料は受
取人払い）としたが、回答者の希望に応じて調査員が直接回収した。な
お以上のいずれの場合でも、事前に調査員から調査の趣旨と主体、成果
の公開方法、個人情報への配慮などを詳しく説明し、協力者から同意を
得た上で、無記名で調査を実施した。
2018 年 10 月 5 日～11 月 16 日

（８）実査期間

※ 10 月 22 日までを公式的な実施期間としたが、その後も調査協力者が
見つかるなどした場合に追加的に調査票の配布を継続し、11 月 16 日を
もって回収を打ち切った。
（９）調査実施主体

熊本大学文学部総合人間学科・社会人間学コース 2018 年度社会調査実
習Ⅰ・Ⅱ 多田光宏担当班

（10）調査票の設問に関する引用・参照元の出典一覧
①

問３：JGSS（日本版総合社会調査）の 2006 年留置調査票 A の問 15（2

019 年 2 月 8 日取得、http://jgss.daishodai.ac.jp/surveys/sur_quest/JGSS2006_
Questionnaire_SelfAdministeredA.pdf）
、および 2010 年留置調査票 A の問 1
8（2019 年 2 月 8 日取得，http://jgss.daishodai.ac.jp/surveys/sur_quest/JGSS2
010_Questionnaire_SelfAdministeredA.pdf）をアレンジして作成。なおこれ
については、次の文献も参照。寺沢拓敬，2014，
「日本社会は英語化して
いるか――2000 年代後半の社会調査の統計分析から」
『関東甲信越英語教
育学会誌』28: 97-108．
（2019 年 2 月 9 日取得，https://www.google.co.jp/ur
l?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwiikfWDuavgAh
UCUd4KHV7HAqQQFjAAegQIARAB&url=https%3A%2F%2Fwww.jstage.js
t.go.jp%2Farticle%2Fkatejournal%2F28%2F0%2F28_8%2F_pdf&usg=AOvVa
w31TXPbNb4flBsYFoJkNo4a）
．
②

問８－Ｂ：Pew Research Center，2007，
“World Publics Welcome Globa

l Trade—But Not Immigration 47-Nation Pew Global Attitudes Survey,” c
hapter 1.（2019 年 2 月 8 日取得，http://www.pewglobal.org/2007/10/04/chap
ter-1-views-of-global-change/）の該当設問を使用．
③

問８－Ｃ：ベネッセ教育総合研究所・朝日新聞社，2018，
『学校教育に
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対する保護者の意識調査 2018（ダイジェスト版）』ベネッセ教育総合研究
所，14 頁（2019 年 2 月 9 日取得，https://www.google.co.jp/url?sa=t&rct=j&
q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwisjuPyuqvgA
hXXAIgKHQSBAT8QFjAAegQIChAC&url=https%3A%2F%2Fberd.benesse.j
p%2Fup_images%2Fresearch%2FHogosya_2018_web_all.pdf&usg=AOvVaw0
YyCR2UnpmfWbkLWU2WDkM）に記載の設問文を若干変更して使用。
④

問 12：内閣府，2010，「労働者の国際移動に関する世論調査」の調査

票・問１－ＳＱａ2〔回答票 3〕
（2019 年 2 月 9 日取得，https://survey.govonline.go.jp/h22/h22-roudousya/3_chosahyo.html）をアレンジして使用。
⑤

問 15：身延山大学，2014，
「大学進学・満足度アンケート調査」の調査

票・問Ⅱ―2（2019 年 2 月 9 日取得，https://www.min.ac.jp/img/pdf/campus
life-satisfaction-q-h26-1.pdf#search=%27%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%8
1%AB%E6%9D%A5%E3%81%9F%E7%9B%AE%E7%9A%84+%E3%82%A
2%E3%83%B3%E3%82%B1%E3%83%BC%E3%83%88%27）をアレンジし
て使用。
⑥

問 17：厚生労働省，2018，
『平成 30（2018）年 国民生活基礎調査』
（所

得票）の質問８（2019 年 2 月 9 日取得，https://www.mhlw.go.jp/toukei/cho
usahyo/20-21/dl/koku30sy.pdf）を使用。
⑦

問 20：内閣府，2017，
「平成 29（2017）年度 外交に関する世論調査」

の調査票・問１（2019 年 2 月 9 日，https://survey.gov-online.go.jp/h29/h29gaiko/3_chosahyo.html）をアレンジして使用。
⑧

問 22（７）
：アルキタ「仕事検索の分類について」
（2019 年 2 月 9 日取

得，https://www.arukita.com/about.php?mtd=job）、および、タウンワーク「職
種から探す」
（2019 年 2 月 9 日取得，https://townwork.net/kumamoto/）を参
照。

※ 次ページより、本調査で使用した調査票の各設問文および単純集計を記載する。各設問におい
て回答者の多かった選択肢については、分かりやすさのために、パーセント欄の背景色を適宜で
強調した。
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４． 単純集計
問１．あなたの英語や日本語に関する意識についてお聞きします。以下のＡ〜Ｊについて、あなたの考えにあて
はまるものを１つ選んで○をつけてください。

Ａ．今まで学校で
受けた英語教育に
満足している
度数
問１.
英語や
日本語
につい
ての意
識

そう思う

パーセント

度数

パーセント

Ｃ．自分の英語能
力にコンプレック
スがある
度数

パーセント

Ｄ．自分の日本語
能力に自信がある
度数

パーセント

Ｅ．大学は、英語
でおこなわれる授
業を増やすべきだ
(語学科目を除く)

度数

パーセント

57

6.3%

378

42.0%

309

34.4%

73

8.1%

69

7.7%

どちらかといえばそう思う

268

29.8%

362

40.3%

293

32.7%

215

24.0%

163

18.2%

どちらともいえない

279

31.1%

75

8.3%

184

20.5%

338

37.7%

386

43.0%

どちらかといえばそう思わない

212

23.6%

64

7.1%

74

8.2%

180

20.1%

183

20.4%

82

9.1%

20

2.2%

37

4.1%

91

10.1%

97

10.8%

898

100.0%

899

100.0%

897

100.0%

897

100.0%

898

100.0%

そう思わない

合計

Ｆ．熊本大学入学
前と比べて、自分
の英語能力は向上
している
度数
問１.
英語や
日本語
につい
ての意
識

Ｂ．社会に出るま
でに英語能力を身
につけなければな
らないと感じる

パーセント

Ｇ．日本国内で生
活する上でも、英
語は身につける必
要がある
度数

パーセント

Ｈ．小・中・高校
等での教育を通じ
て、グローバル化
を意識するように
なった
度数

パーセント

Ｉ．英語に親しみ
を感じる
度数

パーセント

Ｊ．家庭で英語の
早期教育を行うべ
きだ
度数

パーセント

そう思う

24

2.7%

221

24.6%

156

17.4%

74

8.2%

152

16.9%

どちらかといえばそう思う

83

9.3%

370

41.2%

319

35.6%

208

23.2%

241

26.8%

どちらともいえない

217

24.2%

153

17.0%

195

21.8%

276

30.7%

244

27.2%

どちらかといえばそう思わない

300

33.5%

99

11.0%

155

17.3%

226

25.2%

148

16.5%

そう思わない

272

30.4%

55

6.1%

71

7.9%

114

12.7%

113

12.6%

896

100.0%

898

100.0%

896

100.0%

898

100.0%

898

100.0%

合計

問２．あなたの外国語に関する取り組みについてお聞きします。以下のＡ〜Ｃについて、あなたの考えにあては
まるものを 1 つ選んで○をつけてください。

Ａ．英語の勉強に
日頃から積極的に
取り組んでいる
度数
問２.
外国語
に関す
る取り
組み

合計

あてはまる

パーセント

Ｂ．英語以外の外
国語の勉強に日頃
から積極的に取り
組んでいる
度数

パーセント

Ｃ．大学で自分の
（希望する）専門
的な勉強をする上
で英語は不可欠だ
度数

パーセント

26

2.9%

9

1.0%

184

20.5%

ややあてはまる

141

15.7%

84

9.3%

249

27.7%

どちらともいえない

200

22.2%

120

13.3%

179

19.9%

あまりあてはまらない

301

33.5%

201

22.4%

176

19.6%

あてはまらない

231

25.7%

485

53.9%

110

12.2%

899

100.0%

899

100.0%

898

100.0%
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問３．あなたは過去１年間に、以下のことで英語を読んだり、書いたり、話したり、聞いたりしたことがありま
すか。あてはまるものすべてに○をつけてください。
応答数
度数
問３.
ア．アルバイトや仕事
過去１年間
の英語の使 イ．インターンシップや就職活動
用機会
ウ．外国人の友人・知人とのつき合い

ケースのパー

パーセント

セント

321

11.8%

36.1%

9

0.3%

1.0%

191

7.0%

21.5%

92

3.4%

10.3%

オ．映画鑑賞、音楽鑑賞、読書

535

19.7%

60.1%

カ．インターネット

361

13.3%

40.6%

キ．海外渡航

122

4.5%

13.7%

ク．大学の授業

652

24.0%

73.3%

64

2.4%

7.2%

コ．学内外での講演会やイベント

36

1.3%

4.0%

サ．学外の語学学校や語学講座

45

1.7%

5.1%

248

9.1%

27.9%

ス．その他

15

0.6%

1.7%

セ．まったく使ったことはない

26

1.0%

2.9%

2717

100.0%

305.3%

エ．大学でのサークル活動

ケ．グローバル教育カレッジ

1)

シ．道案内などの偶然のやり取り

合計

本学（熊本大学）内のグローバル教育推進部門で、留学生との交流イベントや英語学習関
連の企画等を実施している。
1)

問４．あなたの英語能力についてお聞きします。それぞれの技能についてあてはまるものを１つ選んで○をつけ
てください。

問４.
自分の
英語能
力

とても得意である

Ｂ．ライティング
（書く）

Ｃ．スピーキング
（話す）

度数

度数

度数

パーセント

パーセント

パーセント

Ｄ．リスニング
（聞く）
度数

パーセント

38

4.2%

19

2.1%

13

1.4%

28

3.1%

まあ得意である

497

55.3%

267

29.7%

116

12.9%

224

24.9%

あまり得意ではない

300

33.4%

494

55.0%

494

55.0%

416

46.3%

63

7.0%

118

13.1%

275

30.6%

230

25.6%

898

100.0%

898

100.0%

898

100.0%

898

100.0%

まったく得意ではない
合計

Ａ．リーディング
（読む）
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問５．上の問４で答えたあなた自身の英語能力への評価は、どの要因によるものですか。Ａ〜Ｄのそれぞれにつ
いて、次の中からもっともよくあてはまるものを１つ選び（ ）内に番号を記入してください。なお、一度選
択した数字を何度選んでもかまいません。

問５.
自分の
英語能
力への
評価の
要因

Ａ．リーディング
（読む）

Ｂ．ライティング
（書く）

Ｃ．スピーキング
（話す）

度数

度数

度数

パーセント

パーセント

パーセント

Ｄ．リスニング
（聞く）
度数

パーセント

１．自分自身の努力

424

48.3%

383

43.8%

294

33.6%

328

37.4%

２．自分自身の才能

50

5.7%

70

8.0%

94

10.8%

108

12.3%

219

24.9%

226

25.9%

249

28.5%

196

22.4%

90

10.3%

107

12.2%

86

9.8%

77

8.8%

3

0.3%

2

0.2%

4

0.5%

7

0.8%

73

8.3%

65

7.4%

55

6.3%

69

7.9%

9

1.0%

15

1.7%

72

8.2%

70

8.0%

10

1.1%

6

0.7%

20

2.3%

21

2.4%

878

100.0%

874

100.0%

874

100.0%

876

100.0%

３．これまでの学校のカリキュラム
４．これまでの学校の教師
５．保護者の教育方針
６．塾や英会話教室などでの学習
７．周囲の生活環境
８～11．その他

合計

問６．高校までの学校における英語教育で、とくに重視すべきだと思う技能を、次の中から順位をつけて３つま
で選んで〔 〕内に記号を記入してください。
第１位
度数
問６.
英語教
育で重
視すべ
き技能

第２位
度数

パーセント

第３位

パーセント

度数

パーセント

イ．リーディング

197

22.2%

85

9.6%

411

46.5%

ロ．ライティング

16

1.8%

107

12.1%

239

27.1%

ハ．スピーキング

479

54.0%

218

24.7%

89

10.1%

ニ．リスニング

195

22.0%

473

53.6%

144

16.3%

887

100.0%

883

100.0%

883

100.0%

合計

問７．あなたは熊本大学において、英語でおこなわれる授業を履修したことがありますか（語学科目は含まない）。
次の中からあてはまるものすべてに○をつけてください。
応答数
度数
問７．英語 ア．ある（教養科目）
で行われる
授業の履修 イ．ある（専門科目）
経験（語学
ウ．ある（教養・専門以外）
科目以外）

エ．ない
合計

ケースのパー

パーセント

セント

514

53.5%

57.6%

123

12.8%

13.8%

3

0.3%

0.3%

320

33.3%

35.8%

960

100.0%

107.5%
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問８．社会のあり方についてお聞きします。以下のＡ〜Ｊについて、あなたの考えにあてはまるものを 1 つ選ん
で○をつけてください。
Ａ．国境を越えて
人やモノ・サービ
スなどの行き来が
ますます増えるの
はよいことだ
度数
問８.
社会の
あり方
につい
て

パーセント

度数

パーセント

Ｃ．所得の多い家
庭の子どものほう
がよりよい教育を
受けられる傾向が
あるのはやむをえ
ない
度数

パーセント

Ｄ．日本は積極的
に移民を受け入れ
るべきだ
度数

パーセント

Ｅ．日本はグロー
バル人材よりも、
国内で活躍する人
材を育成するべき
だ
度数

パーセント

そう思う

331

37.2%

282

31.7%

214

24.1%

60

6.8%

86

9.7%

どちらかといえばそう思う

402

45.2%

414

46.5%

315

35.5%

137

15.4%

196

22.1%

どちらともいえない

135

15.2%

139

15.6%

198

22.3%

435

49.0%

430

48.4%

13

1.5%

37

4.2%

105

11.8%

154

17.3%

137

15.4%

9

1.0%

18

2.0%

56

6.3%

102

11.5%

39

4.4%

890

100.0%

890

100.0%

888

100.0%

888

100.0%

888

100.0%

どちらかといえばそう思わない
そう思わない

合計

Ｆ．日本人は日本
に誇りを持つべき
だ
度数
問８.
社会の
あり方
につい
て

Ｂ．国や政府に
は、自力で生活で
きない貧しい人々
へ公的扶助をする
責任がある

パーセント

Ｇ．日本人は郷土
や地元に誇りを持
つべきだ
度数

パーセント

Ｈ．新たな価値観
を生み出すことよ
りも、日本の伝統
や文化を守り続け
ることが大切だ
度数

パーセント

Ｉ．あなた自身の
将来は明るい
度数

パーセント

Ｊ．日本の将来は
明るい
度数

パーセント

そう思う

316

35.5%

330

37.2%

88

9.9%

104

11.7%

35

3.9%

どちらかといえばそう思う

314

35.3%

340

38.3%

176

19.8%

182

20.5%

84

9.5%

どちらともいえない

201

22.6%

179

20.2%

452

50.8%

409

46.0%

433

48.8%

どちらかといえばそう思わない

37

4.2%

24

2.7%

128

14.4%

127

14.3%

222

25.0%

そう思わない

22

2.5%

15

1.7%

45

5.1%

67

7.5%

114

12.8%

890

100.0%

888

100.0%

889

100.0%

889

100.0%

888

100.0%

合計

問９．言葉に関する政策についてお聞きします。以下のＡ〜Ｄについて、あなたの考えにあてはまるものを１つ
選んで○をつけてください。
Ａ．英語よりも、
その土地で話され
ている言語やその
人の母語が重視さ
れるべきだ
度数
問９.
言葉に
関する
政策に
ついて

合計

パーセント

Ｂ．日本でも学校
や会社などの公的
な場面で英語がも
っと使われるよう
になるべきだ
度数

パーセント

Ｃ．学校では英語
より国語の教育を
重視するべきだ
度数

パーセント

Ｄ．日本に住んで
いる外国人は日本
語を話せるべきだ
度数

パーセント

そう思う

173

19.5%

98

11.0%

133

15.0%

57

6.4%

どちらかといえばそう思う

364

41.0%

264

29.7%

204

23.0%

190

21.4%

どちらともいえない

289

32.5%

323

36.4%

389

43.9%

305

34.3%

どちらかといえばそう思わない

50

5.6%

140

15.8%

126

14.2%

219

24.7%

そう思わない

12

1.4%

63

7.1%

35

3.9%

117

13.2%

888

100.0%

888

100.0%

887

100.0%

888

100.0%
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問10．日本人の英語能力の向上にもっとも重要だと思うものを、次の中から１つ選んで○をつけてください。
度数
問10.
日本人の
英語能力
の向上に
もっとも
重要だと
思うもの

パーセント

１．本人の努力

377

44.6%

２．本人の才能

28

3.3%

208

24.6%

39

4.6%

５．保護者の教育方針

6

0.7%

６．塾や英会話教室などでの学習

6

0.7%

175

20.7%

８．その他（英語教育の改革、文部科学省
の教育指針）

4

0.5%

９～11．その他

3

0.3%

846

100.0%

３．学校のカリキュラム
４．学校の教師

７．周囲の生活環境

合計

問 11．あなたが通った小学校で実施していた外国語関連の授業についてお聞きします。
（１）どの外国語について学びましたか。あてはまるものすべてに○をつけてください。
応答数
度数
問11 (1)． ア．英語
小学校の授
業で学んだ イ．中国語
外国語
ウ．韓国・朝鮮語

パーセント

セント

870

94.8%

99.3%

16

1.7%

1.8%

14

1.5%

1.6%

10

1.1%

1.1%

8

0.9%

0.9%

918

100.0%

104.8%

エ～オ．フランス語、ポルトガル語
カ．その他
合計

ケースのパー

（２）その授業では外国語を使って何をしましたか。あてはまるものすべてに○をつけてください。
応答数
度数
問11 (2)． ア．歌を聴く・歌う
その授業で
外国語を使 イ．ゲームやレクリエーションをする
ってしてい
ウ．映画を鑑賞する
たこと

パーセント

セント

657

20.1%

75.1%

758

23.2%

86.6%

135

4.1%

15.4%

エ．自己紹介や日常会話を習う

638

19.5%

72.9%

オ．ALTの先生や留学生と交流する

660

20.2%

75.4%

カ．外国の催し（ハロウィンやクリス
マス）をする

193

5.9%

22.1%

キ．文章を読む

141

4.3%

16.1%

ク．文法を習う

85

2.6%

9.7%

3

0.1%

0.3%

3270

100.0%

373.7%

ケ．その他
合計

ケースのパー
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問12．あなたは外国で働きたいと思いますか。次の中から１つ選んで○をつけてください。
度数
問12．
あなたは
外国で働
きたいと
思います
か

パーセント

１．日本では働かず、最初から外国で働きたい

17

1.9%

２．最初は日本で働いて、いずれ外国に渡って働きたい

84

9.5%

３．日本を中心に働き、外国赴任や外国出張をしたい

152

17.2%

４．外国で働きたいとはとくに思っていないが、場合によって
はかまわない

333

37.7%

５．外国で働きたいとはまったく思わない

298

33.7%

884

100.0%

合計

問 13．あなたは熊本大学在学中に、半年以上の海外留学（ワーキングホリデーを除く）の希望や予定、あるいは
経験などがありますか。次の中から１つ選んで〇をつけてください。
度数
問13．
在学中の
半年以上
の留学の
希望・予
定・経験

パーセント

１．すでに海外留学をしたことがある

12

1.4%

２．海外留学のはっきりした希望や予定がある

68

7.7%

805

91.0%

885

100.0%

３．海外留学の希望や予定はとくにない

合計

問 14．あなたは、熊本大学が文部科学省「スーパーグローバル大学創成支援」事業で、スーパーグローバル大学
に採択されていること（
「タイプＢ＝グローバル化牽引型」の 24 大学のうちのひとつ）について、どのくら
い知っていましたか。次の中から１つ選んで○をつけてください。
度数
問14．
本学がス
ーパーグ
ローバル
大学に採
択されて
いること
の認識

パーセント

１． スーパーグローバル大学としての目標や施策に
ついてよく知っていた

20

2.3%

２． スーパーグローバル大学としての目標や施策に
ついて少し知っていた

40

4.5%

３． スーパーグローバル大学であることは知ってい
た

254

28.6%

４．まったく知らなかった

573

64.6%

887

100.0%

合計
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問 15．あなたが大学に進学した理由は何ですか。とくにあてはまるものを、次の中から順位をつけて３つまで選
んで〔 〕内に記号を記入してください。
第１位
度数
問15.
イ．関心のある専門分野の勉強や研究をするため
大学に進
学した理 ロ．幅広い教養を身につけるため
由
ハ．希望の職業に必要な専門知識や資格などを得るため

第２位

パーセント

度数

第３位

パーセント

度数

パーセント

319

36.1%

149

17.0%

75

8.7%

39

4.4%

143

16.3%

140

16.3%

204

23.1%

169

19.2%

106

12.4%

ニ．大卒のほうが就職などで有利になると思ったから

184

20.8%

167

19.0%

143

16.7%

ホ．高校卒業後すぐに社会に出るのが不安だったから

28

3.2%

45

5.1%

71

8.3%

ヘ．親や兄弟らが行っているから

15

1.7%

23

2.6%

26

3.0%

ト．周囲の人の影響やすすめがあったから

24

2.7%

41

4.7%

47

5.5%

7

0.8%

25

2.8%

32

3.7%

リ．大学生活に憧れていたから

27

3.1%

62

7.1%

111

12.9%

ヌ．自由な時間が欲しかったから

18

2.0%

30

3.4%

65

7.6%

7

0.8%

17

1.9%

35

4.1%

11

1.2%

7

0.8%

7

0.8%

883

100.0%

878

100.0%

858

100.0%

チ．周りの友人や知人らがいくから

ル．人脈を広げるため
ヲ～カ．その他
合計

問 16．大学進学や大学生活のために、何らかの奨学金や学費免除を受けたり、保護者の方が国の教育ローンを利
用したりしていますか。分かる範囲で次の中からあてはまるものすべてに○をつけてください。ただし、
「ト
ビタテ！留学 JAPAN」のような留学奨学金等は除きます。
応答数
度数
問16．
ア．日本学生支援機構の第一種奨学金（無利息）を受けている
奨学金等の
イ．日本学生支援機構の第二種奨学金（利息付）を受けている
受給状況

ケースのパー

パーセント

セント

264

25.3%

30.4%

183

17.5%

21.1%

ウ．日本学生支援機構の入学時特別増額貸与奨学金を受けている

20

1.9%

2.3%

エ．地方公共団体や民間団体の奨学金を受けている

42

4.0%

4.8%

オ．熊本大学の新庄鷹義基金修学支援奨学金（給付）を受けている

13

1.2%

1.5%

カ．熊本大学の学費免除を受けている

81

7.8%

9.3%

キ．保護者が国の教育ローン等を利用している

28

2.7%

3.2%

ク．その他（以前は上記の学費免除等を受けていたことがある、知
らない・わからないなど）

11

1.1%

1.3%

4

0.4%

0.5%

397

38.1%

45.8%

1043

100.0%

118.9%

ク．その他（日本学生支援機構の給付型奨学金を受けている）
ケ．奨学金や教育ローンなどはまったく受けていない
合計

27

問 17．あなたのご家庭の暮らしの状況を総合的にみて、どう感じていますか。次の中から１つ選んで○をつけて
ください。
度数
問17．
過程の暮
らしの状
況

パーセント

１．大変苦しい

43

4.8%

２．やや苦しい

204

22.9%

３．普通

466

52.2%

４．ややゆとりがある

145

16.3%

５．大変ゆとりがある

34

3.8%

892

100.0%

合計

問18．あなたは、現在の生活に満足していますか。次の中から１つ選んで〇をつけてください。
度数
問18．
現在の生
活に満足
している
か

パーセント

１．満足している

347

38.8%

２．どちらかといえば満足している

402

44.9%

３．どちらかといえば満足していない

104

11.6%

42

4.7%

895

100.0%

４．満足していない
合計

問 19．次のＡとＢについて、それぞれ質問に答えてください。
Ａ．2020 年から小学校で英語教育の早期化が実施され、小学校 3 年生から「外国語活動」、小学校 5 年生から英
語の教科化（教科書を用いて教員が指導、成績評価するようになる）が開始されます。
（１）この施策に賛成ですか。次の中からあなたの考えに近いものを１つ選んで〇をつけてください。
度数
Ａ(1)．
2020年か
らの小学
校の英語
教育改革
への賛否
合計

パーセント

１．賛成

372

41.8%

２．どちらかといえば賛成

335

37.6%

３．どちらかといえば反対

140

15.7%

44

4.9%

891

100.0%

４．反対

（２）あなたがそのように考える理由をお書きください。
※ 自由回答記述のため省略（回答者数 808 人、回答率 89.4%）

28

Ｂ．熊本大学はスーパーグローバル大学として、2023 年までに、教養教育科目（語学科目は含まない）のうち英
語で実施される割合を 50％に引き上げることを目標としています。
（１）この施策に賛成ですか。次の中からあなたの考えに近いものを１つ選んで〇をつけてください。
度数
Ｂ(1)．
英語で実
施される
教養科目
割合の半
数化への
賛否

パーセント

１．賛成

149

16.9%

２．どちらかといえば賛成

270

30.6%

３．どちらかといえば反対

351

39.8%

４．反対

111

12.6%

881

100.0%

合計

（２）あなたがそのように考える理由をお書きください。
※ 自由回答記述のため省略（回答者数 750 人、回答率 83.0%）

問 20．あなたは、以下のＡ〜Ｅの国や地域についてどのような感情を持っていますか。それぞれあてはまるもの
を１つ選んで○をつけてください。
Ａ．韓国
度数
問20.
次の国
や地域
に対す
る感情

Ｂ．中国
度数

パーセント

パーセント

Ｃ．台湾
度数

パーセント

Ｄ．ロシア
度数

パーセント

Ｅ．アメリカ
度数

パーセント

好き

115

12.9%

47

5.3%

177

19.9%

82

9.2%

152

17.1%

どちらかといえば好き

232

26.1%

119

13.4%

277

31.1%

183

20.6%

358

40.3%

どちらともいえない

382

42.9%

442

49.7%

402

45.2%

517

58.1%

349

39.3%

どちらかといえば好きではない

91

10.2%

180

20.2%

19

2.1%

88

9.9%

21

2.4%

好きではない

70

7.9%

102

11.5%

15

1.7%

20

2.2%

9

1.0%

890

100.0%

890

100.0%

890

100.0%

890

100.0%

889

100.0%

合計

問 21．あなたの政治意識についてお尋ねします。
（１）いま国政選挙が実施されたとしたら、どの政党に投票したいと思いますか（衆議院もしくは参議院選挙の
比例代表）
。次の中から１つ選んで○をつけてください。
度数
問21(1).
国政選挙
で投票し
たい政党

パーセント
７．自由党

1

0.1%

4.6%

８．希望の党

4

0.5%

10

1.2%

９．社会民主党

7

0.8%

４．公明党

7

0.8%

10．その他の政党

3

0.4%

５．日本共産党

6

0.7%

11．投票したい政党がない

352

41.7%

６．日本維新の会

4

0.5%

12．その他（わからない）

9

1.1%

845

100.0%

１．自由民主党

403

47.7%

２．立憲民主党

39

３．国民民主党

合計

29

（２）現在の内閣 1)を支持しますか。次の中から１つ選んで○をつけてください。
度数
問21(2).
現在の内
閣を支持
するか

１．支持する

179

21.2%

２．どちらかといえば支持する

418

49.6%

３．どちらかといえば支持しない

163

19.3%

83

9.8%

843

100.0%

４．支持しない
合計
1)

パーセント

安部晋三内閣を指す。

問 22．あなた自身のことについてお聞きします。立ち入ったことをお尋ねして恐縮ですが、ご協力をお願いいた
します。該当する記号や番号に〇印をつけるか、空欄に答えを記入してください。
（１）あなたの性別を教えてください。

（２）あなたの生年月を教えてください。

性別

生年月
度数

問22(1).
性別

パーセント
問22(2).
生年月

パーセント

～1995 年 03 月

17

2.1%

45.6%

1995 年 04 月～1996 年 03 月

14

1.7%

7

0.8%

1996 年 04 月～1997 年 03 月

68

8.3%

868

100.0%

1997 年 04 月～1998 年 03 月

162

19.9%

1998 年 04 月～1999 年 03 月

153

18.8%

1999 年 04 月～2000 年 03 月 1)

401

49.2%

815

100.0%

１．男性

465

53.6%

２．女性

396

３．その他・わからない
合計

度数

合計
1)

2000 年 04～05 月と回答した 2 名も含む。

（３）あなたの入学年度ならびに在籍学年を教えてください。なお、学籍番号の最初の２ケタが入学年度です。
（例：学籍番号 160a1234 の場合は、2016 年度入学）
入学年度

学年
度数

問22(3).
入学年度

合計

2013年度以前

パーセント

度数
問22(3).
学年

パーセント

1年生

514

61.2%

1.8%

2年生

95

11.3%

48

5.7%

3年生

167

19.9%

2016年度

162

19.3%

4年生

54

6.4%

2017年度

94

11.2%

5年生以上

10

1.2%

2018年度

513

61.1%

840

100.0%

839

100.0%

7

0.8%

2014年度

15

2015年度

合計

30

（４）あなたの所属する学部学科などを教えてください。グローバルリーダーコースの方はその旨もお書きくだ
さい。所属するコースや専攻がない場合、その箇所は空欄で構いません。
所属学部
度数
問22(4).
所属学部

パーセント

文学部

138

17.0%

教）地域共生社会課程

教育学部

102

12.6%

法学部

126

理学部

6

0.8%

法）法学科

124

15.7%

15.5%

理）理学科

80

10.1%

80

9.9%

医）医学科

35

4.4%

医学部

92

11.3%

医）保健学科

57

7.2%

薬学部

35

4.3%

薬）薬学科

26

3.3%

工学部

238

29.3%

7

0.9%

811

100.0%

工）土木建築学科

50

6.3%

工）機械数理工学科

17

2.1%

工）情報電気工学科

46

5.8%

工）材料・応用化学科

52

6.6%

工）物質生命化学科

6

0.8%

工）マテリアル工学科

4

0.5%

13

1.6%

工）社会環境工学科

1

0.1%

工）建築学科

9

1.1%

工）情報電気電子工学科

21

2.7%

工）数理工学科

12

1.5%

792

100.0%

合計

薬）創薬・生命薬科学科

所属学科
度数
問22(4).
所属学科

パーセント

文）総合人間学科

63

8.0%

文）歴史学科

33

4.2%

文）文学科

29

3.7%

文）コミュニケーション情報学科

12

1.5%

教）小学校教員養成課程

50

6.3%

教）中学校教員養成課程

20

2.5%

教）特別支援教育教員養成課程

12

1.5%

7

0.9%

教）養護教諭養成課程

工）機械システム工学科

合計

※ 上のうちグローバルリーダーコース所属と答えた者は 6 名。

（５）あなたの出身地を教えてください（出身地が海外の方は国名を具体的に記入してください）
。
出身地（都道府県等）
度数
問22(5).
出身地
(都道府
県等)

パーセント

東北・関東地方

8

1.0%

熊本県

239

30.1%

中部・近畿地方

15

1.8%

大分県

69

8.7%

中国・四国地方（山口県除く）

17

2.1%

宮崎県

59

7.4%

山口県

16

2.0%

鹿児島県

59

7.4%

福岡県

195

24.6%

沖縄県

7

0.9%

佐賀県

50

6.3%

海外

0

0.0%

長崎県

60

7.6%

794

100.0%

合計
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出身地（市区町村別）
度数
問22(5).
出身地
(市区町
村別)

パーセント

市・区部

672

91.8%

町・村部

60

8.2%

732

100.0%

合計

（６）あなたは普段、週平均何時間くらいアルバイトや仕事などをしていますか。とくにしていない人は０と記
入してください。
度数
問22(6)． アルバイト等はしていない（0時間）
アルバイト
等の従事時 5時間以下
間（週平
10時間以下
均）

パーセント

パーセント

247

29.4%

102

12.1%

17.2%

189

22.5%

31.8%

15時間以下

141

16.8%

23.7%

20時間以下

105

12.5%

17.7%

25時間以下

38

4.5%

6.4%

30時間以下

12

1.4%

2.0%

31時間以上

7

0.8%

1.2%

841

100.0%

合計

※ アルバイトや仕事をしている学生の週労働時間の平均値 12.5 時間、中央値 11 時間、最頻値
10 時間

（７）あなたが現在しているアルバイトや仕事を、次の中から１つ選んで〇をつけてください（複数のアルバイ
トや仕事をしている人は、そのうちもっとも就労時間が長いものに○をつけてください）
。
度数
問22(7).
現在して
いるアル
バイト等
の種類

アルバイトや仕事はしていない（非回答者）
１．飲食・フード・調理（レストラン、居酒屋、デリ
バリー、ホール、キッチン、洗い場など）

２．コンビニ・スーパー（レジ、品出し、バックヤード
など）

３．販売（アパレル、ホームセンター、家電、ドラッグスト
ア、書店など）

４．接客・サービス（ビラ配り、ホテルフロント、冠婚葬
祭、家事代行、ガソリンスタンドなど）

５．教育・保育（塾講師、家庭教師、ティーチングアシス
タント、試験監督、採点など）

６．その他（アミューズメント・レジャー、オフィスワー
ク、ナイトワークなど）

合計

パーセント

パーセント

244

29.4%

260

28.8%

44.4%

52

5.8%

8.9%

34

3.8%

5.8%

35

3.9%

6.0%

172

19.0%

29.4%

33

3.7%

5.6%

830

100.0%

100.0%
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（８）あなた自身を除き、生計を同じくするご家族の１年間の収入を、次の中から１つ選んで○をつけてくださ
い。正確に分からない方はだいたいで構いません。
度数
問22(8).
生計を同
じくする
家族の１
年間の収
入

パーセント

１．100万円未満

22

3.4%

２．100万円以上300万円未満

76

11.9%

３．300万円以上500万円未満

134

20.9%

４．500万円以上700万円未満

148

23.1%

５．700万円以上900万円未満

99

15.5%

６．900万円以上1100万円未満

102

15.9%

７．1100万円以上1300万円未満

26

4.1%

８．1300万円以上

33

5.2%

640

100.0%

合計

（９）これまでに受験された外国語の資格・検定試験等を、次の中からあてはまるものすべてに〇をつけてくだ
さい。また、ア〜オについてはだいたいの点数・級などもあわせて（ ）内にご記入ください。
応答数
度数
ア．TOEIC-IP（※熊本大学の英語教育の一環として
問22(9).
団体受験している試験）
外国語の資
格・検定等 イ．TOEIC
の受験経験
ウ．英検

パーセント

ーセント

624

24.0%

78.3%

174

6.7%

21.8%

522

20.1%

65.5%

エ．センター試験の外国語（英語）

565

21.7%

70.9%

オ．センター試験の外国語（リスニング）

553

21.3%

69.4%

5

0.2%

0.7%

ク．IELTS

10

0.4%

0.3%

ケ．GTEC

137

5.3%

17.2%

コ．その他の英語の資格・検定試験

2

0.0%

0.2%

サ．英語以外の外国語の資格・検定試験

2

0.1%

0.3%

ス．外国語の資格・検定試験を受けたことがない

8

0.3%

1.0%

2602

100.0%

326.5%

カ・キ．TOEFL iBT/ITP

合計

ケースのパ
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TOEIC-IP（点数）

TOEIC（点数）
度数

TOEICIP
(点数)

パーセント

299点以下

16

2.9%

300点台

48

8.6%

400点台

170

30.4%

500点台

178

600点台
700点台

TOEIC(点 299点以下
数)
300点台

2.1%

19

13.0%

400点台

38

26.0%

31.8%

500点台

39

26.7%

107

19.1%

600点台

26

17.8%

34

6.1%

700点台

19

13.0%

6

1.1%

800点以上

2

1.4%

559

100.0%

146

100.0%

※ 平均値 516.2 点、中央値 520.0 点、最頻値 450 点。

合計

※ 平均値 525.6 点、中央値 517.5 点、最頻値 450 点。

英検（級）

センター試験の英語（点数）
度数

英検(級)

１級

パーセント
1

0.2%

11

2.2%

２級

243

準２級

度数
センター
英語(点
数)

99点以下

パーセント

11

2.2%

100～110点台

7

1.4%

49.5%

120～130点台

34

6.9%

112

22.8%

140～150点台

139

28.2%

３級

108

22.0%

160～170点台

196

39.8%

４級

14

2.9%

180点以上

106

21.5%

５級

2

0.4%

493

100.0%

491

100.0%

準１級

合計

合計

※ 平均値 159.1 点、中央値 160.0 点、最頻値 160 点。

センター試験の英語リスニング（点数）
度数
センター
英語リス
ニング
(点数)

パーセント
3

800点以上
合計

度数

19点以下

パーセント

14

2.9%

20点台

124

26.1%

30点台

162

34.0%

40点以上

176

37.0%

476

100.0%

合計
※ 平均値 34.2 点、中央値 35.0 点、最頻値 40 点。
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（10）これまでの海外渡航や滞在の回数と、訪問した国の数を下の空欄にそれぞれお書きください。海外渡航や
滞在の経験がない方は、両方に０と記入してください。
これまでの海外渡航や滞在の回数
度数
問22(10). 0回
これまで
の海外渡 1回
航や滞在
2回
の回数

パーセント

これまでに訪問した国の数
パーセント

度数

467

57.1%

205

25.1%

58.4%

79

9.7%

22.5%

問22(10). 0カ国
これまで
に訪問し 1カ国
た国の数
2カ国

3回

22

2.7%

6.3%

4回

11

1.3%

5回

10

6～10回

パーセント

パーセント

468

57.1%

186

22.7%

52.8%

85

10.4%

24.1%

3カ国

40

4.9%

11.4%

3.1%

4カ国

8

1.0%

2.3%

1.2%

2.8%

5カ国

11

1.3%

3.1%

19

2.3%

5.4%

6～10カ国

21

2.6%

6.0%

11～15回

3

0.4%

0.9%

11～15カ国

1

0.1%

0.3%

16回以上

2

0.2%

0.6%

820

100.0%

818

100.0%

合計

合計

※ 回答者全体：平均値 0.85 カ国、中央値 0 カ国、最頻値 0 カ国。
※※ 1 カ国以上の訪問経験者：平均値 1.99 カ国、中央値 1 カ国、最頻
値 1 カ国。

※ 回答者全体：平均値 0.86 回、中央値 0 回、最頻値 0 回。
※※ 1 回以上の経験者：平均値 2 回、中央値 1 回、最頻値 1 回。

（11）これまでに海外渡航や滞在の経験のある方にのみお聞きします。国名および滞在期間を、滞在期間の長い
順にのべ 15 カ国まで次ページの表に記入のうえ、渡航・滞在の理由としてもっともよくあてはまるものを次
の記号の中から１つ選んで、それぞれお書きください。あてはまる記号がない場合は、理由の欄に具体的に記
入してください。
渡航・滞在したことのある国・地域（のべ）の
大まかな区分 1)
度数
問22(11). アジア
渡航・滞
在した国 中南米
や地域の
中近東
区分

412

58.7%

3

0.4%

1

0.1%

0

0.0%

137

19.5%

オセアニア

60

8.5%

ヨーロッパ

89

12.7%

702

100.0%

アフリカ
北米 2)

合計

パーセント

本表の区分は JASSO（2018）「海外留学支援制度（協定派遣・協
定受入）国・地域コード表」による。
2)
ハワイ、グアムも含む。
1)
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渡航・滞在したことのある国・地域（滞在期間の長い順にのべ１～15位までの合算）
度数
問22(11). 台湾
渡航・滞
在した地 ブルネイ
域・国
カンボジア

パーセント

62

8.8%

ハワイ

9

1.3%

2

0.3%

グアム

12

1.7%

30

4.3%

オーストラリア

45

6.4%

中国 1)

31

4.4%

ニュージーランド

14

2.0%

香港

16

2.3%

パラオ

1

0.1%

1

0.1%

オーストリア

2

0.3%

インドネシア

17

2.4%

エストニア

1

0.1%

大韓民国

78

11.1%

ラトビア

2

0.3%

ラオス

2

0.3%

ベルギー

2

0.3%

マカオ

2

0.3%

クロアチア

1

0.1%

26

3.7%

チェコ

2

0.3%

モンゴル

1

0.1%

フィンランド

2

0.3%

ミャンマー

1

0.1%

ドイツ

9

1.3%

ネパール

1

0.1%

アイスランド

1

0.1%

フィリピン

6

0.9%

アイルランド

2

0.3%

スリランカ

1

0.1%

イタリア

7

1.0%

タイ

31

4.4%

オランダ

9

1.3%

ベトナム

47

6.7%

ノルウェー

2

0.3%

シンガポール

57

8.1%

スペイン

4

0.6%

メキシコ

2

0.3%

スウェーデン

1

0.1%

ペルー

1

0.1%

フランス

7

1.0%

サウジアラビア

1

0.1%

スイス

2

0.3%

カナダ

27

3.8%

英国

33

4.7%

アメリカ合衆国 2)

89

12.7%

702

100.0%

インド

マレーシア

合計
1)
2)
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一部香港・マカオも含む可能性あり。
一部ハワイ・グアム等も含む可能性あり。

渡航・滞在した国・地域での滞在期間
（長い順にのべ１～15位までの合算）
度数
問22(11). 1 日
滞在期間
2日

パーセント

度数
問22(11). ア．留学
渡航・滞
在の理由 イ．研修やプログラム（ｻﾏｰｽｸｰﾙ等）

34

5.0%

57

8.4%

3日

116

17.1%

ウ．インターンシップや就職活動

4日

80

11.8%

エ．研究調査・学会・ゼミ合宿など

5日

83

12.2%

6日

9

1.3%

160

～2 週間

パーセント

34

4.7%

103

14.3%

2

0.3%

13

1.8%

オ．ボランティア活動

2

0.3%

カ．ワーキングホリデー

2

0.3%

23.5%

キ．大会やインターンシップ 1)

6

0.8%

92

13.5%

ク．修学旅行

190

26.3%

～1 ヶ月

34

5.0%

ケ．一人又は友人・知人らとの旅行

136

18.8%

～3 ヶ月

3

0.4%

コ．家族旅行

218

30.2%

～6 ヶ月

3

0.4%

サ．居住

12

1.7%

～1 年

2

0.3%

その他

4

0.6%

それ以上

7

1.0%

722

100.0%

1 週間

合計

渡航・滞在の理由

680

100.0%

合計

当初「大会やコンクール」という選択肢を予定していたが、ファイ
ル操作の手違いにより、「コンクール」の部分が選択肢ウの「インタ
ーンシップ」に置き換えられ、そのまま調査が実施された。ただ、当
該選択肢の位置や選択者の数から判断して、実際にはほとんど影響は
なかったものと思われる。
1)
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第Ⅱ部

分析編

第1章

次期学習指導要領はグローバル人材を育成できるか
―英語能力に対する自信とグローバル志向の関係―

Can the Next Curriculum Guidelines Train
Globally Minded Personnel?:
The Relationship between Self-Confidence Regarding One’s English Ability and a Global
Orientation

有村

未来

ARIMURA Miku
This paper will clarify university students’ opinions about English and their global orientation. Further, it
will examine the anticipated effect of the next official curriculum guidelines for elementary schools to be
implemented in 2020 by analyzing the results of the survey questionnaire that we conducted at Kumamoto
University from October to November 2018.
The results of this survey show that 60% of students with confidence in their English are reluctant to work
overseas in the future. I classify the students having confidence in their English skills into the group of low
global orientation or high global orientation according to whether they have a desire to work abroad.
Compared with the latter, the former has less confidence in their communication skills (e.g., “speaking” and
“listening” in English) and no experience or plans for studying abroad. Also, there is a mutual positive
causality between such an experience or plan and global orientation.
Since strong English abilities are not always correlated with a strong global orientation, the next
curriculum guidelines-designed to increase children’s English abilities and test scores-may not be able to
train pupils to be globally minded.

１． はじめに
１） 次期学習指導要領と「グローバル人材」
2017 年、小学校における新たな学習指導要領が発表された。2018 年の現時点の英語教育は、ま
だ小学 5・6 年生の「外国語活動」としてのみおこなわれている。今回の学習指導要領の改訂によ
り、この「外国語活動」が 2020 年度から 3・4 年生に繰り上げられ、さらに教科としての「外国
語」が 5・6 年生に導入されることとなった。こういった外国語の早期化・教科化の背景として一
番に考えられるのは、急速なグローバル化である。経済、文化、メディアなどさまざまな分野で
グローバル化が進展し、日本の企業は激しい競争にさらされている。このような状況において政
府・企業ともに、世界に通用する「グローバル人材」育成のため、その対策に取り掛かっている。
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そもそも、政府や企業の求めるグローバル人材とはどのような人材だろうか。その定義を産学
連携による政府のグローバル人材育成推進会議が「産学官によるグローバル人材の育成のための
戦略」において以下のように示している。
世界的な競争と共生が進む現代社会において、日本人としてのアイデンティティを持ちなが
ら、広い視野に立って培われる教養と専門性、異なる言語、文化、価値を乗り越えて関係を
構築するためのコミュニケーション能力と協調性、新しい価値を創造する能力、次世代まで
も視野に入れた社会貢献の意識などを持った人間（グローバル人材育成推進会議 2011: 3）
さらに、社会で必要とされるグローバル人材像の検討をおこなう政府の経済産業省グローバル
人材育成委員会はこう定義している。
グローバル化が進展している世界の中で,主体的に物事を考え,多様なバックグラウンドをも
つ同僚,取引先,顧客等に自分の考えをわかりやすく伝え,文化的・歴史的なバックグラウンド
に由来する価値観や特性の差異を乗り越えて,相手の立場に立って違いを理解し,さらにはそ
うした差異からそれぞれの強みを引き出して活用し,相乗効果を生み出して,新しい価値を生
み出すことができる人材（経済産業省グローバル人材育成委員会 2010: 31）
つまり政府にとってのグローバル人材とは、
「広い視野と知識を持ち、高いコミュニケーション
能力と創造力によって異文化理解に主体的に取り組む」人材を指すということになる。なお、こ
こに基礎的な外国語力と社会人としての能力が含まれるのはいうまでもないだろう。
２） 次期学習指導要領はグローバル人材育成に貢献するか
今回の学習指導要領の改訂は、はたしてこのようなグローバル人材の育成に貢献できるだろう
か。教科化により英語の授業時間は大幅に増加し、その授業内容も従来のコミュニケーション重
視のものから、文法や文構造を中心とした体系的なものになるだろう。これは生徒の英語能力を
向上させるためには有効かもしれない。しかし、政府や企業の求めるような高いグローバル志向
を持った若者の育成に繋がるかどうかは疑問である。
また、そもそもグローバル人材を育成することの必要性についてここで触れておきたい。グロ
ーバル化が客観的に無視できない状況になりつつある今日、グローバル志向の低さが学生に個人
的な不利益をもたらす可能性は否定できない。起こりうる不利益として考えられる例として、企
業が会社の人間に対して一定の英語力や海外赴任を求めており、その企業への就職が叶わなかっ
たり、または異文化理解が十分にできず、故意ではなくとも異なる文化を持つ人と衝突してしま
ったり、というものが挙げられる。このような学生たちの個人的不利益をなくすために、彼らの
グローバル志向を育成すること、ひいては「グローバル人材」の育成は必要であるといえる。
ここで重要になるのは、グローバル志向の育成を学校教育で担うか、各家庭に一任するかとい
うことである。もし、グローバル志向育成に大きく影響する英語教育を各家庭に一任した場合、
教育格差の問題を避けることはできないだろう。つまり学生のグローバル志向とそれによる学生
本人の将来性が、家庭の教育状況によって左右されてしまうということである。こういった教育
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格差は、英語教育やグローバル志向の育成にかかわらず今現在起こっている問題であり、すべて
なくすことは不可能だろう。学校における英語教育にその解消を期待したいところである。しか
し、次期学習指導要領に沿った授業によって単にスコア上の英語能力が向上しても、当の本人た
ちに「グローバルに活躍したい」という意志が生まれないことには、グローバル人材の育成に成
功したとはいえないのではないだろうか。
本稿では、2018 年秋に熊本大学で実施した「外国語ならびに海外に対する大学生の意識と経験
等に関する調査」での集計結果に基づき、次期学習指導要領に期待される英語能力の向上が、若
者のグローバル志向に効果を与えるかを考察する。
また、英語が得意であるにもかかわらずグローバル志向を持たない学生とその要因についても
検討する。

２． 調査概要
調査票「外国語ならびに海外に対する大学生の意識と経験等に関する調査」は、熊本大学の正
規の学部生でかつ、日本語を母語とする学生のみを対象として配布された。また、非正規課程の
学生、留学生、日本語を母語としない学生は対象としていない。
有効回答は 904 票であり、分析対象者の基本属性（性別、文系と理系、学年）は以下のとおり
である。性別では、男性 53.6％(465 人)、女性 45.6％（396 人）
。文系と理系では、文系 59.5％（538
人）
、理系 40.5％（366 人）
。学年では、1 年生 61.2％（514 人）
、2 年生 11.3％（95 人）
、3 年生 19.9％
（167 人）
、4 年生以上 7.6％（64 人）
。性別、文系と理系はともにほぼ半数ずつである。しかし結
果を読む際は、学年において回答者の半数以上が 1 年生であること、4 年生以上のサンプルが圧
倒的に少ないことに注意する必要がある。
設問では、回答者の基本属性に加え、外国語の勉強や海外渡航の経験、自身を取り巻く状況や
グローバル化に対する態度、英語教育についての賛否、政治意識などについてたずねた。

３．「英語 4 技能に対する自己評価」とグローバル志向についての分析
１） 使用する変数
本節では、英語能力とグローバル志向の関係について考察するために、学生の英語能力を独立
変数としたクロス集計分析をおこなう1。自身の英語能力に対する評価を英語能力、将来外国で働
きたいかどうかをグローバル志向の代理変数とする。
英語能力については、調査票の問 4「あなたの英語能力についてお聞きします。それぞれの技能
についてあてはまるものを 1 つ選んで○をつけてください」という設問を使用する。英語 4 技能
（リーディング、ライティング、スピーキング、リスニング）についてそれぞれ「１．とても得意
本稿では、外国語のなかでもとくに英語のみに対象を絞って論を展開する。次期学習指導要領
『生きる力』
（文部科学省 2017）では、外国語活動において英語を取り扱うことを原則としてい
るためである。また、文部科学省の平成 26（2014）年度の調査「小学校外国語活動実施状況調査
の結果」でも、
「外国語に対する生徒・教員の意識」をたずねるほぼすべての設問で英語が対象と
されている。
1
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である」
「２．まあ得意である」
「３．あまり得意ではない」
「４．まったく得意ではない」の 4 件
法で答えてもらった。選択された数字をすべて加算し（信頼性分析の結果は 0.672）、
「英語が得意
か」という変数にした。計算して得られた数値の 4～11 を「得意」
、12～16 を「不得意」に割り当
てた。
また、ここでいう英語能力とは自己評価に基づいた主観的なものであるが、本調査においては、
自身の英語能力に対する得意／不得意の評価と、TOEIC-IP（熊本大学で全学生が受験する）のス
コアに正の相関が見られた（1％水準で有意）。そのため本稿では、自身の英語能力に対する評価
を英語能力の代理指標として使用する。
グローバル志向については、調査票の問 12「あなたは外国で働きたいと思いますか。次の中か
ら 1 つ選んで○をつけてください」という設問を使用する。この問いを「将来グローバルに働き
たいと思うか」という変数にして、
「１．日本では働かず、最初から外国で働きたい」
「２．最初は
日本で働いて、いずれ外国に渡って働きたい」
「３．日本を中心に働き、外国赴任や外国出張をし
たい」の 3 つを「そう思う」
、また、
「４．外国で働きたいとはとくに思っていないが、場合によ
ってはかまわない」
「５．外国で働きたいとはまったく思わない」の 2 つを「そう思わない」とし
た。
「３.日本を中心に働き、外国赴任や外国出張をしたい」は、
「日本を中心に働きたい」と思っ
てはいるものの、海外に出て活躍したいという主体的な意志も感じられる。これは政府の定義す
るグローバル人材像に合致するため、
「そう思う」に含めた。
２） 分析・考察
以下では、英語能力とグローバル志向の関連について分析・考察する。
「英語が得意か」を独立
変数、「将来グローバルに働きたいと思うか」を従属変数にしたクロス表を以下に示す（表 1）。
「英語が得意」な人のうち、
「将来グローバルに働きたい」と思う人は 35.6％、思わない人は 64.4％
という結果であった。また、「英語が不得意」な人のうち、「将来グローバルに働きたい」と思う
人は 20.2％、思わない人は 79.8％であった。
表1 英語能力とグローバル志向の関連（N=881）
将来グローバルに働きたいと思うか

そう思う

そう思わない

得意

35.6

64.4

不得意

20.2

79.8

英語が得意か
p＜0.01 数値は行パーセントを表す。

この結果から、
「英語が不得意」な人のほぼ 8 割が将来グローバルに働くことを考えていないこ
とがわかる。英語能力に自信がなければ、外国で働くことに意欲的にはならないだろう。また、
外国で働く意志がなければ英語の勉強への意欲も高くはならないと考えられる。よってこの結果
は妥当であるといえる。しかし、ここで考察したいのは「英語が得意」な人の 6 割以上が将来グ
ローバルに働こうとは考えていない、ということである。なぜこの 6 割の学生たちは、
「英語が得
意」であるにもかかわらず、グローバルに働こうとは考えないのだろうか。
まず考えられるのは、この設問で回答者が考える英語能力とは、受験や学校の勉強のための英
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語能力であり、グローバルに通用する英語能力とは別物である、ということである。経済産業省
グローバル人材育成委員会は報告書において、
「グローバル人材に共通して求められる能力」の 1
つに「外国語でのコミュニケーション能力」を挙げている（経済産業省グローバル人材育成委員
会 2010: 32）
。これは英語 4 技能のなかの「スピーキング」
「リスニング」にあたる。
しかし本調査において、「スピーキング」「リスニング」に対する自己評価は、「リーディング」
「ライティング」と比較して低いことが明らかになっている。先述した調査票の問 4「あなたの英
語能力についてお聞きします」を使用し、英語 4 技能に対する自己評価の結果を図 1 に示す。な
お、「とても得意である」
「まあ得意である」は「得意」、「あまり得意ではない」「得意ではない」
は「不得意」にまとめた。
結果は以下のとおりである（図 1）
。技能ごとに見ると、
「リーディング」は得意 59.6％、不得意
40.4％、
「ライティング」は得意 31.8％、不得意 68.2％であるのに対し、「スピーキング」は得意
14.4％、不得意 85.6％、
「リスニング」は得意 28.1％、不得意 71.9％という結果であった。つまり、
「リーディング」
「ライティング」よりも「スピーキング」
「リスニング」のほうが、
「不得意」と
考える学生が多いという結果である。このことから、学生は「リーディング」
「ライティング」に
比べて「スピーキング」
「リスニング」に自信がないということがわかる。とくに「スピーキング」
は得意 14.4％であり、2 番目に自信のない「リスニング」の得意 28.1％と比べても半分近くの割合
である。

59.6

リーディング

31.8

ライティング

スピーキング

リスニング

40.4

68.2

14.4

85.6

28.1

71.9
得意

不得意

（％）

図 1 英語 4 技能に対する自己評価

英語を「話す」能力、つまり英語で自分の意見・考えを発信する能力がなければ、グローバル
人材に必要とされている「主体的なコミュニケーション」をとることは難しい。学生たちにもそ
の意識はあるのだろう。学校の勉強や受験に必要な最低限の「話す」
「聞く」能力はあるが、外国
人と円滑にコミュニケーションをとったり、海外に出て仕事で活躍したりするほどでない。それ
が、6 割の「英語が得意」だがグローバルに働こうとは考えない人たちの実態ではないだろうか。
今回の学習指導要領の改訂により、英語の授業時間が増加し内容が体系的なものになれば、学
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校の勉強や受験のための英語能力は向上するかもしれない。しかし、この変化は学生の「グロー
バルに活躍したい」という意志を形作る効果はない可能性が高いといえる。その効果をあげるた
めに重要であるのは単なるスコア上の英語能力ではなく、コミュニケーション能力にかかわる「話
す」
「聞く」能力であるが、学校の英語教育にそういった能力の向上を期待することができるだろ
うか。少なくとも、2008 年から小学校 5・6 年生を対象におこなわれた「外国語活動」ではそのよ
うな効果は見られていない2。そうすると、今回の改訂がグローバル志向・グローバル人材の育成
に役立つかは疑問が残る。
ただ、2020 年度より大学入試の制度が変更され、英語に関しては「リーディング」
「ライティン
グ」
「スピーキング」
「リスニング」の 4 技能が評価されることになった。具体的には、高校在学
中の、TOEIC など民間の資格・検定のスコアが活用されることが決定している。この影響を受け
て、学校英語教育も、今までよりさらにコミュニケーション能力重視の内容にする可能性も考え
られるだろう。

４．「英語が得意」な人におけるグローバル志向の比較と分析
本節では、前節で言及した「英語が得意」であるが将来グローバルに働きたいとは考えていな
い 309 人（全体の 64.4％、表 1 参照）について、同じく「英語が得意」でさらに将来グローバル
に働きたいと考えている 171 人（全体の 35.6％）と比較・分析をおこない、その背景を考察する。
また記述が煩雑になるのを避けるため、以下では「英語が得意」であるが将来グローバルに働き
たいとは考えていない集団を「国内志向群」
、これに対し「英語が得意」でさらに将来グローバル
に働きたいと考えている集団を「グローバル志向群」と呼ぶことにする。
１） 英語 4 技能に対する自己評価
本項では、国内志向群とグローバル志向群それぞれの、英語 4 技能に対する自己評価と意識に
ついて確認する。前章でも使用した、調査票の問 4「あなたの英語能力についてお聞きします」の
結果を見ると、国内志向群は「リーディング」が得意 85.1％、不得意 14.9％、
「ライティング」が
得意 52.1％、不得意 47.9％、
「スピーキング」が得意 20.4％、不得意 79.6％、
「リスニング」が得
意 45.3％、
不得意 54.7％であった。
その一方で、
グローバル志向群は
「リーディング」
が得意 84.2％、
不得意 15.8％、
「ライティング」が得意 55.0％、不得意 45.0％、「スピーキング」が得意 36.3％、
不得意 63.7％、
「リスニング」が得意 53.2％、不得意 46.8％であった。
それぞれの技能について比較すると、「リーディング」「ライティング」における得意、不得意
の割合にほとんど差はない。国内志向群に比べて、グローバル志向群の「得意」の割合は「リー
ディング」がマイナス 0.9 パーセント、
「ライティング」についてもプラス 2.9 パーセントにすぎ
ない。しかし一方で、
「スピーキング」
「リスニング」では「リーディング」
「ライティング」より
もグローバル志向群の「得意」の割合が大きくなる。具体的にみると、国内志向群と比較した場
合のグローバル志向群の「得意」の割合は「スピーキング」がプラス 15.9 パーセント、
「リスニン
グ」がプラス 8.1 パーセントにものぼる。
2

これについては、本報告書所収の久保論文を参照されたい。
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以上のことからわかるのは、4 技能全体で見た場合は「英語が得意」であっても、グローバル志
向があるかどうかで「スピーキング」
「リスニング」のようなコミュニケーション能力については
自己評価に差が生じるということである。つまり、ただ単に英語の勉強ができるだけでなく、英
語を通じたコミュニケーション能力に自信を持つことが、学生のグローバル志向の意識形成には
必要なのではないだろうか。
２） 英語への意識
本項では、英語への意識について国内志向群とグローバル志向群の違いを確認する。
まず、英語化へのプレッシャーについて見る。調査票の問 1「Ｂ．社会に出るまでに英語能力を
身につけなければならないと感じる」に対し、
「１．そう思う」
「２．どちらかといえばそう思う」
「３．どちらともいえない」
「４．どちらかといえばそう思わない」「５．そう思わない」の 5 件
法で答えてもらった。この設問を「英語化へのプレッシャー」という変数にし、「１．そう思う」
「２．どちらかといえばそう思う」の 2 つを「感じる」、
「４．どちらかといえばそう思わない」
「５．そう思わない」の 2 つを「感じない」として集計した。
「３．どちらともいえない」は「ど
ちらでもない」として扱った。結果を図 2 に示す。
結果として、国内志向群の 82.5％、グローバル志向群の 97.0％が英語化にプレッシャーを感じ
ていることがわかった。グローバル志向群は、将来は海外で活躍したいという意識がある分、英
語化へのプレッシャーも感じやすいと考えられるため、この結果は妥当であるといえる。なお本
調査により、英語が不得意な人よりも得意な人のほうが英語化へのプレッシャーを感じているこ
とが明らかになっている3。

国内志向群

82.5

17.5

（N=283）

（％）
97.0

グローバル志向群

3.0

(N=166)
感じる

感じない

（％）

図 2 英語化へのプレッシャーを感じるか

次に、今までに受けた英語教育に対する満足度について見る。調査票の問 1「Ａ．今まで学校で
受けた英語教育に満足している」に対して、上記と同じ 5 件法で答えてもらった。
「１．そう思う」
「英語が得意か」を独立変数、調査票の問 1「Ｂ．社会に出るまでに英語能力を身につけなけれ
ばならないと感じる」という設問に対する回答を従属変数としてクロス集計をおこなったところ、
「英語が得意」な人の 92.7％、
「英語が不得意」な人の 86.2％が「感じる」「まあ感じる」と答え
た（1％水準で有意）
。
3
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「２．どちらかといえばそう思う」の 2 つを「満足している」、「４．どちらかといえばそう思わ
ない」
「５．そう思わない」の 2 つを「満足していない」として集計した。
「３．どちらともいえ
ない」は「どちらでもない」として扱った。結果を図 3 に示す。

45.6

国内志向群

32.4

22.0

（N=309）

（％）

35.3

グローバル志向群

22.9

41.8

（N=170）

（％）
満足している

どちらでもない

満足していない

図 3 今まで学校で受けた英語教育に満足しているか

結果として、国内志向群の 22.0％、グローバル志向群の 41.8％が、今までに学校で受けた英語
教育に満足していないことがわかった。理由として、
「英語化へのプレッシャー」と同じく、グロ
ーバル志向群は海外で活躍したい意識が高いことが考えられる。同じ程度の教育を受けていても、
グローバル意識が高いために「あれでは不十分だった」と不満に思ってしまうのだろう。
そして最後に、英語への親しみについて国内志向群とグローバル志向群の違いを見てみる。英
語への親しみとグローバル志向には、なんらかの関連があるだろうか。調査票の問 1「Ｉ．英語に
親しみを感じる」という設問に対して、上記と同じ 5 件法で答えてもらった。
「１．そう思う」
「２．
どちらかといえばそう思う」の 2 つを「感じる」、
「４．どちらかといえばそう思う」
「５．そう思
わない」の 2 つを「感じない」として集計した。また、
「３．どちらともいえない」は「どちらで
もない」として扱った。結果を図 4 に示す。

30.8

国内志向群
（N=308）

37.7

31.5

（％）

グローバル志向群
（N=171）

16.4

22.8

60.8

（％）
感じない

どちらでもない

図 4 英語に親しみを感じるか
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感じる

国内志向群では「感じる」31.5％、
「どちらでもない」37.7％、
「感じない」30.8％、グローバル
志向群では「感じる」60.8％、
「どちらでもない」22.8％、
「感じない」16.4％であった。
「英語への
親しみを感じるかどうか」という項目で比較した場合、グローバル志向群は国内志向群の 2 倍の
学生が英語に親しみを感じていることがわかる。また、
「英語に親しみを感じるか」という変数と、
「国内志向群・グローバル志向群」における相関分析でも正の相関が認められた（1％水準で有意）。
つまり、英語への親しみとグローバル志向の強さには正の相関がある。したがって、学生のグロ
ーバル志向を育てるためには、英語に対する親しみを養うことが必要であると考えられる。
しかしこれに関しても、前章の最後で述べたような学校英語教育に対する疑念が生じる。小学
校のころから英語教育を受けていて「英語が得意」な学生であっても、英語への親しみは 3 割の
学生しか持たないというのが今の英語教育の現状である。次期学習指導要領では、英語への親し
みを養うことが可能なのだろうか。
３） 大学進学の理由
学生の大学進学の理由について見た場合、国内志向群とグローバル志向群でなにか違いは見ら
れるだろうか。調査票の問 15「あなたが大学に進学した理由は何ですか」という設問において、
12 の選択肢（
「その他」も含む）から 3 つ選び、順位をつけてもらった。選択肢は「イ．関心のあ
る専門分野の勉強や研究をするため」「ロ．幅広い教養を身につけるため」「ハ．希望の職業に必
要な専門知識や資格などを得るため」
「ニ．大卒のほうが就職などで有利になると思ったから」
「ホ．
高校卒業後すぐに社会に出るのが不安だったから」「ヘ．親や兄弟らが行っているから」「ト．周
囲の人の影響やすすめがあったから」「チ．周りの友人や知人らがいくから」「リ．大学生活に憧
れていたから」「ヌ．自由な時間が欲しかったから」「ル．人脈を広げるため」「ヲ～カ．その他」
である。
結果として、学生が大学進学の理由として 1～3 位に挙げた選択肢のなかでもっとも割合の大き
いもの 3 つだけを見た場合、国内志向群、グローバル志向群ともに、
「イ．関心のある専門分野の
勉強や研究をするため」「ロ．幅広い教養を身につけるため」「ハ．希望の職業に必要な専門知識
や資格などを得るため」
「ニ．大卒のほうが就職などで有利になると思ったから」の 4 つの選択肢
がほぼすべて占めることがわかった。唯一、国内志向群の学生が第 3 位に挙げた選択肢のなかで
2 番目に割合が大きかったものに、それら 4 つの選択肢とは異なる「リ．大学生活に憧れていたか
ら」があった。また、この結果は 5％水準で有意であった4。勉強や就職といった具体的なスキル
を目的とした大学進学の理由が並ぶなか、この「大学生活に憧れていたから」という、ある意味
楽観的で目的意識が薄いともいえる選択肢をどのように解釈すればよいだろうか。
考えられる背景の 1 つとして、国内志向群の将来の展望が海外志向群に比べて弱いことが挙げ
られる。将来について「海外で働きたい」とはっきり決まっているグローバル志向群に比べて、
国内志向群は「海外で働きたいとは思わない」ということ以外、将来の展望がはっきりしていな

独立変数を「将来グローバルに働きたいと思うか」
、従属変数を問 15「あなたが大学に進学した
理由は何ですか」としてクロス集計をおこなった結果の有意確率である。また、ケースを選択し
て「英語が得意」な学生に対象を絞っている。
4
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いということができる。それにより、グローバル志向群は国内志向群に比べて、将来のビジョン
や就職、大学で勉強する内容よりも大学生活自体に対する憧れがより強く表れたのではないだろ
うか。また、調査票の問 8「Ｉ．自分の将来は明るいと思うか」という問いに対しても、
「１．そ
う思う」「２．まあそう思う」と答えた人の割合は、国内志向群が 34.0％、グローバル志向群が
42.1％であった（5％水準で有意）
。グローバル志向群のほうが将来の展望がはっきりしており、自
身の将来について希望を持っているためにこのような結果となったといえる。
４） 渡航経験、海外留学の予定・経験
海外渡航の経験について見た場合、国内志向群の 33.7％、グローバル志向群の 58.5％が海外へ
の渡航経験があった。さらに相関分析をおこなったところ、正の相関が確認できた（1％水準で有
意）
。ここから、海外渡航の経験がある学生ほどグローバル志向が高くなるということがいえそう
である。しかしこの結果は因果関係が逆になっている可能性がある。つまり、グローバル志向群
は海外渡航を多く経験したからグローバル志向が高いのではなく、グローバル志向が高いために
海外渡航を積極的にしているという可能性である。
その可能性を検討するため、次は海外留学の経験・予定について見ることにする。調査票の問
13「あなたは熊本大学在学中に、半年以上の海外留学（ワーキングホリデーを除く）の希望や予
定、あるいは経験などがありますか。次の中から 1 つ選んで○をつけてください」という設問に
対して、「１．すでに海外留学をしたことがある」「２．海外留学のはっきりした希望や予定があ
る」
「３．海外留学の希望や予定はとくにない」の 3 つの選択肢から回答してもらった。
結果として、国内志向群の 2.9％、グローバル志向群の 29.0％が「１．すでに海外留学をしたこ
とがある」か「２．海外留学のはっきりした希望や予定がある」と回答しており、海外留学の経
験・予定があった。海外志向群は国内志向群に比べて、海外留学の経験・予定がある学生が 10 倍
近く存在するということである。しかし、グローバル志向群の内訳を見てみると、先述した 29.0％
のうち 25.7 パーセントが海外留学の「予定」であり、残りの 3.3 パーセントが海外留学の「経験」
であった。また、英語の得意／不得意にかかわらず見た場合、海外留学の経験・予定がある人の 8
割以上が、将来グローバルに働きたいと考えていることも本調査では明らかになっている5。これ
より、海外留学の経験が海外で働きたいというグローバル志向に影響するというよりも、そうい
ったグローバル志向が海外留学の動機となっているということがいえる。これは、
「グローバルに
働きたい」という将来の展望がはっきりと決まっている人でなければ、海外留学をするという選
択肢に目が向きにくいということではないだろうか。言い換えると、学生のうちにはっきりとし
たグローバル志向を持たない人のほとんどは、海外留学をしない傾向にあるということである。
しかし先行研究では、長期の留学ではなくても、短期の旅行などでもよいので海外経験をする
ことが、留学生の受け入れ・学生自身の留学・国際的な仕事への興味といった「国際志向性」に
効果的であることも明らかになっている（横田・小林 2013）。さきほどの分析で明らかになった、
グローバル志向が高いほど海外留学をしやすいという傾向と、横田・小林の研究を合わせて考察
すると、海外渡航の経験とグローバル志向のあいだにあるのは一方的な因果関係ではなく、互い

将来グローバルに働きたいかどうかの割合は、
「海外留学の経験がある人」が 81.8％、「海外留
学のはっきりした希望や予定がある人」が 82.4％である。
5
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に作用しあう相互的な因果関係だといえるのではないだろうか。
以上をふまえ、グローバル志向の育成に効果的であるのは、多くの学生に海外渡航の経験をさ
せることである。海外留学のハードルを下げ、その機会をより多く与えることで、まだ将来の展
望がはっきりと決まっていない学生にも海外留学という選択肢を持たせることができるだろう。
また、海外留学という選択肢に目が向くかどうかという話題に関連させると、若者の海外志向
には、若者の周囲に海外経験が豊富な「モデル」となる人の存在が大きく影響することも先行研
究では明らかになっている（加藤・久木元 2016）
。

５． 結論
本稿では、グローバル社会に生きる学生が、グローバル志向の低さによって被る可能性のある
不利益を解消するため、
「学校教育においてグローバル志向、ひいてはグローバル人材を育成すべ
き」という立場から、以下の二点を考察した。第一に、学習指導要領の改訂に期待される英語能
力の向上が、若者のグローバル志向に効果を与えるかどうかという点である。それに対して今回
の調査・分析から、次期学習指導要領はグローバル志向の向上に対して効果的でない可能性が高
いということが明らかになった。グローバル志向に影響を与えるためには、単なるスコア上の英
語能力だけではなく、コミュニケーションに必要な「スピーキング」
「リスニング」英語能力に対
する学生の自信を育てることが必要だといえる。
第二に、政府や企業がグローバル人材として期待している「英語が得意」な学生の半数以上が、
グローバル志向を持たない現状とその背景についてである。「英語が得意」な学生のうち 65％近
くが将来グローバルに働くことを考えていないことに言及し、
「英語が得意」で将来グローバルに
働きたいと考えている学生と比較・分析をおこなった。その結果、前者は後者に比べて①英語の
「スピーキング」
「リスニング」といったコミュニケーション能力に対して自信がなく、②英語化
へのプレッシャーはあまり感じておらず、③大学進学の理由が楽観的な傾向にあり、④海外渡航
の経験・予定がない傾向にある、ということが明らかになった。また④海外渡航の経験・予定に
ついては、本調査の分析結果と先行研究の考察により、海外渡航の経験・予定とグローバル志向
は一方的ではなく相互的な因果関係にあることがわかった。
以上をふまえて、はじめに掲げた「今回の学習指導要領の改訂はグローバル人材の育成に効果
を与えるか」という問いに対しての答えは、
「単にスコア上の英語能力を伸ばすことだけを目的と
した場合、効果を与えない可能性が高い」である。今日のグローバル社会において、ただ英語が
得意なだけではグローバル志向は育成されない。学生のグローバル志向を高め、彼らの将来の可
能性を少しでも広げるためには、英語によるコミュニケーション能力に対する自信や海外渡航の
経験を積ませる必要があるだろう。
最後に、本稿で明らかにできなかった点について簡潔に示唆しておきたい。第一に、コミュニ
ケーション能力を向上させるための英語教育を学校でおこなうことは可能か、また英語能力に対
する自信はどのように育まれるかを検討できていない。第二に、グローバル志向の低い学生にと
って、抵抗を感じない海外留学の期間や内容も検討できなかった。グローバル志向の低い学生が
より多くの海外渡航の経験を積むことができるよう、彼らが海外留学に対して感じているハード
ルの高さを調査し、それらの解消に取り組む必要がある。
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第２章

「英語教育改革」に対する賛否の分析
―自由記述からみる大学生の期待と不安―

Approval and Disapproval of “English Education Reform”:
An Analysis of University Students’ Expectations and Anxieties
Expressed via Free Responses

生田

郁佳

IKUTA Fumika
The aim of this paper is to clarify the opinions of university students about English education reforms.
First, I analyze their opinions about impending reforms in elementary school and at university: from 2020,
third- and fourth-grade pupils will be learning English through “foreign language activities,” and fifth- and
sixth- grade students will be taking English as a required subject. We conducted a survey of students attending
Kumamoto University, where plans are in place to increase the number of liberal art courses taught in English
to 50% by 2023. By applying a text mining methodology to free responses of students, I showed the reasons
for approval and disapproval of these reforms. Next, I classified university students’ views about reform into
four types and examined their contents. Accordingly, the following three matters became clear: (1) about
80% of the students agreed—though not necessarily fully—to English education reform in elementary
schools; (2) university students, regardless of their approval or disapproval of reform, were worried about
pupils’ Japanese language learning abilities; and (3) students who opposed the university’s planned reform
were afraid that they would have difficulty understanding the lectures. Incidentally, the analysis also showed
that the majority of students who disapproved of both English education reforms mentioned above did not
feel that it was necessary to learn English.

１． はじめに
現在、国内でのグローバル化の進行に伴って、学校での英語教育が改革されつつある。日本の
小学校英語教育は、2000 年代に導入され、今後はより強化される予定である。また、英語教育の
強化は小学校だけにとどまらず、中学・高校・大学でも英語でおこなわれる授業が増やされつつ
ある。本大学でも 2014 年に文部科学省「スーパーグローバル大学創成支援事業」で、スーパーグ
ローバル大学に採択され、2023 年までに英語でおこなわれる教養科目の授業の割合を 50％に引き
上げることが目標とされている。このように、英語教育を強化しようとする政策が押し進められ
ている現状があるが、英語教育改革がもたらす効果が良いかどうかについては、英語研究者の間
でも意見が分かれている。
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そこで、本稿では、改革前の英語教育を小学校から高校まで受けてきた今の大学生が、英語教
育改革がおこなわれることに対してどのような考えを持っているのかを明らかにする。その際、
英語教育改革の内容を次の 2 点に限定したい。それは、小学校の英語教育が改革されること、お
よび本大学において英語で実施される教養科目の割合が 50％に引き上げられることである。まず、
それぞれの改革に対する賛否への理由を、自由回答記述のテキストマイニングをおこなうことに
よって明らかにする。次に、大学生の英語教育改革に対する志向を 4 つに分類し、その内容を考
察する。

２． 日本における英語教育のこれまで
日本の英語教育は、1990 年代から抜本的に方針が変わっている。それまでは、
「文法訳読法」と
呼ばれる指導が主流で、文法を学び、英語を日本語に訳することに重点が置かれていた。しかし
それでは実際に英語を使えるようにはならないということで、英語を学ぶ目的が「コミュニケー
ション」であると考えられるようになった。そこで、2008 年の学習指導要領改訂で、小学校 5・6
年生を対象に、英語に親しみを持たせるための、歌ったり、踊ったりする活動である「外国語活
動」が必修化された。そして、2009 年になると、高校の学習指導要領が告示され、生徒が実際に
英語を話したり、聞いたりする機会を増やすために 2013 年から高校の授業において英語の授業は
英語でおこなうことが基本とされた。なお、2021 年以降は中学校においても英語の授業は英語で
おこなうこととなった。
このように英語教育改革が進められていき、新学習指導要領では、現在、小学校で 5・6 年生の
「外国語活動」としておこなわれている英語活動が 2020 年から 3・4 年次に繰り上げられること
となった。そして、5・6 年生に新たに導入されるのが教科としての「外国語」である。現行の外
国語活動は、制度上は「教科」ではなく、したがって成績もつけられていないが、教科としての
「外国語」となる 2020 年からは国語や算数と同じ位置づけになる（藤原 2017）
。

３． 英語教育改革の内容について
本調査の自由回答記述で使用した、小学校の英語教育が改革されること、および本大学におい
て英語で実施される教養科目の割合が 50％に引き上げられることについて詳しく説明する。
はじめに、小学校の英語教育改革について説明するために、文部科学省が策定している新学習
指導要領において、2020 年から施行されることが決まっている、
「グローバル化に対応した英語教
育改革実施計画」の内容を以下に簡潔にまとめておこう。まず、小学校中学年では週 1～2 コマ程
度、活動型の英語教育がおこなわれる。これは、英語を用いてコミュニケーションを図る楽しさ
を体験することで、コミュニケーション能力の素地を養うことが目標とされており、学級担任を
中心に指導をおこなうこととなっている。次に、小学校高学年では、週 3 コマ程度の教科型の英
語教育がおこなわれる。これは、読むことや書くことも含めた初歩的な英語の運用能力を養うこ
とが目標とされており、英語指導力を備えた学級担任に加えて専科教員を積極的に活用していく
ことになっている。
次に、本大学において英語で実施される教養科目の割合が 50％に引き上げられることについて
54

説明する。これは、スーパーグローバル大学創成支援事業においてスーパーグローバル大学に採
択された本校の取り組みの一例である。スーパーグローバル大学創成支援事業は、世界トップレ
ベルの大学との交流・連携を実現、加速するための新たな取り組みや、人事・教務システムの改
革、学生のグローバル対応力育成のための体制強化など、国際化を徹底して進める大学を重点支
援するため、2014 年から文部科学省によって実施されている事業である。同事業には世界レベル
の教育研究をおこなう大学「タイプ A（トップ型）
」
（13 大学）と日本社会のグローバル化を牽引
する大学「タイプ B（グローバル化牽引型）」
（24 大学）の 37 大学が採択され、本大学は後者にあ
たる。具体的な取り組み内容としては、外国語による授業科目を増やすこと、外国人および外国
の大学で学位を取得した専任教員等を増員すること、全学生に占める外国人留学生の割合を向上
させることなどがある。本大学では 2023 年までに、教養教育科目（語学科目は含まない）のうち
英語で実施される割合を 50％に引き上げることを目標の一つとしている。

４． 調査の概要
１） 調査方法と質問文
熊本大学の学部生を対象とした質問紙調査において、教育界における英語教育改革に対する賛
否を尋ねる質問として、問 19 の A と B の設問で小学校の英語教育が改革されること、および本
大学において英語で実施される教養科目の割合が引き上げられることの 2 点を取り上げた。
まず、問 19．A（1）で、小学校の英語教育改革への賛否を、問 19．B（1）で、本学教養科目の
半数の割合が引き上げられることへの賛否をそれぞれ「１．賛成」「２．どちらかといえば賛成」
「３．どちらかといえば反対」
「４．反対」の 4 件法で尋ねた。次に、問 19．A（2）と問 19．B
（2）においてそれぞれの賛否に対する理由を回答者に自由に記述してもらった。質問紙に記載さ
れた質問文は以下のとおりである。

問19． 次の A と B について、それぞれ質問に答えてください。
A. 2020 年から小学校で英語教育の早期化が実施され、小学校 3 年生から「外国語活動」
、小学
校 5 年生から英語の教科化（教科書を用いて教員が指導、成績評価するようになる）が開始
されます。
（１） この施策に賛成ですか。次の中からあなたの考えに近いものを 1 つ選んで〇をつけてく
ださい。
1. 賛成
2. どちらかといえば賛成
3. どちらかといえば反対
4. 反対
（２）あなたがそのように考える理由をお書きください。[自由回答記述]
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B. 熊本大学はスーパーグローバル大学として、2023 年までに、教養教育科目（語学科目は含ま
ない）のうち英語で実施される割合を 50％に引き上げることを目標としています。
（１）この施策に賛成ですか。次の中からあなたの考えに近いものを 1 つ選んで〇をつけてくだ
さい。
1. 賛成
2. どちらかといえば賛成
3. どちらかといえば反対
4. 反対
（２）あなたがそのように考える理由をお書きください。[自由回答記述]

２） 単純集計
本稿では、問 19．A（1）
「小学校の英語教育改革への賛否」の結果については「１．賛成」
「２．
どちらかといえば賛成」と回答した人を「小学校の英語教育改革に賛成」、「３．どちらかといえ
ば反対」
「４．反対」と回答した人を「小学校の英語教育改革に反対」として扱うこととする。ま
た、問 19．B（1）
「本学において英語で実施される教養科目の割合が引き上げられることへの賛
否」の結果についても「１．賛成」
「２．どちらかといえば賛成」と回答した人を「本学教養科目
の英語化に賛成」また、
「３．どちらかといえば反対」
「４．反対」と回答した人を「本学教養科目
の英語化に反対」として扱うこととする。

賛成

反対

41.8

37.6

15.7

4.9
(％)

賛成

どちらかといえば賛成

どちらかといえば反対

反対

図 1 小学校の英語教育改革への賛否（N=891）
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30.6

39.8
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賛成

どちらかといえば賛成

どちらかといえば反対

反対

図 2 本学教養科目の半分が英語化されることへの賛否（N=881）

56

「小学校の英語教育改革への賛否」については、図 1 で示されているとおり、約 8 割（79.4％）
の人が小学校英語教育改革に賛成しているという結果となった。一方、
「本学教養科目の半分が英
語化されることへの賛否」
では、
図 2 で示されているとおり、本学教養科目の英語化に賛成が 47.5％、
本学教養科目の英語化に反対が 52.4％となり、賛否がほぼ半々に分かれた。
ここで注意しておきたいのは、
「小学校の英語教育改革への賛否」では、回答者が、改革内容の
どの部分（早期化する点なのか、教科化する点なのか）に賛成、もしくは反対しているのかが分
かりづらいということである。そこで、小学校の英語教育改革への賛否と本学教養科目の半分が
英語化されることへの賛否、それぞれの自由回答記述の分析をおこなうことで、回答者がそれぞ
れの英語教育改革に対して、どのような考えを持っているのかを明らかにしていく。
３） 分析の手順
はじめに、回答者のおおまかな賛否ごとの理由を把握するために、自由記述のテキストマイニ
ングをおこなった。テキストマイニングとは、文章形式のデータを単語や文節などに分割した後、
単語の有無や頻度をもとに統計解析をおこない、有益な情報を取り出す技術である（立脇 2014）
。
分析には、テキスト型データを統計的に分析するためのフリーソフトウェアである KH Coder（樋
口 2014）を使用し、まずは共起ネットワークを作成した。共起ネットワークを作成することで、
自由記述にどんな語が多く出現していたか、またどの語とどの語に結びつきがあるのかを視覚的
に把握することができる。なお、賛否による理由の記述の違いを分かりやすく分析するために、4
つの共起ネットワーク図を作成した。すなわち、
「小学校の英語教育改革に賛成」
（図 3）と「小学
校の英語教育改革に反対」
（図 4）と「本学教養科目の英語化に賛成」
（図 5）
、および「本学教養
科目の英語化に反対」
（図 6）である。そして、賛否ごとの理由をおおまかにカテゴリー分けした。
４） テキストデータの概要
はじめに自由記述で得られたデータの概要を説明する。問 19．A（2）「小学校の英語教育改革
への賛否」の理由を尋ねる設問に記入があったのは 808 ケースであり、回答率は 89.4％と自由記
述の回答率としては非常に高かった（太郎丸 1999）。なお、
「小学校の英語教育改革に賛成」の自
由記述の回答率は 89.5％、
「小学校の英語教育改革に反対」の自由記述の回答率は 94.5％と賛否に
よる記入有無の顕著な偏りは見られなかった。また、記入のあったケースでは文字数の平均が 33.5
字であった。問 19．B（2）
「本学教養科目の半分が英語化されることへの賛否」の理由を尋ねる設
問に記入があったのは 750 ケースであり、こちらも回答率は 83.0％と高い回答率だった。なお、
「本学教養科目の英語化に賛成」の自由記述の回答率は 79.7％、「本学教養科目の英語化に反対」
の自由記述の回答率は 89.8％と、こちらも賛否による記入有無の顕著な偏りは見られなかった。
また、記入のあったケースでは文字数の平均が 30.3 字であった。
次に、分析上の注意点を述べる。分析の都合上、KH Coder で「表記揺れの吸収」をおこなった。
これは、同義語を同じ語として処理するための手順である。同義語を一つの語として処理するこ
とで、語と語の間の共起程度をより正確に表すことができると考えられる。今回の分析では、こ
の「表記揺れの吸収」をおこなう語を著者が独自に指定し、小学校の英語教育改革への賛否の理
由と本学教養科目の半分が英語化されることへの賛否の理由の両方において「教員・先生・教師」
は「教員」
、
「習得・修得・取得・獲得」は「習得」
、「母国語」は「母語」として処理した。
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最後に共起ネットワーク図の説明を以下に述べる。それぞれの図では、互いに強く結びついた
部分ごとに、語を自動的にグループ分けしている。同じグループ内の語同士については結びつき
を実線で示し、グループをまたがる結びつきは点線で示してある。そして、それぞれの語と語の
間の相関係数を実線や点線上に示し、共起程度の強弱によって線の太さを変えている。また、グ
ループ分けの結果を見やすくするために、筆者が各グループに番号をつけ、より太めの線による
仕切りを加えた。

５． 英語教育改革に対する賛否の理由
１） 小学校の英語教育改革についての共起ネットワーク分析
まず、
「小学校の英語教育改革に賛成」の共起ネットワーク図（図 3）から見ていく。図 3 では、
9 つのカテゴリーの表出が見られた。それぞれのカテゴリーの特性を以下に示す。具体的な回答
は、回答者の自由記述をそのまま引用し、直後の括弧内でその対象者番号を示した。なお、引用
した自由記述の傍点は、共起ネットワーク図で浮かび上がってきた単語を強調するために筆者が
つけたものである。
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図3

「小学校の英語教育改革に賛成」の共起ネットワーク
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カテゴリー01 では「教育」
「能力」や「必要」
「重要」といった、英語教育の重要性を示す語が
多く見られた。これらの語を含む具体的な回答としては、
「今後、英語の能力は不可欠になるから」
（485）や、
「グローバル化が進むなかで、英語を活用する能力が必要とされていると思う」
（483）
というものがあり、このカテゴリーは、英語の必要性が今後高まっていくことについて述べられ
ているといえる。
カテゴリー02 では「早い」
「触れる」
「学ぶ」
「良い」
「身」などの語が多く見られた。これらの
．．
．．．
．
語を含む具体的な回答としては、
「早いうちから英語に触れることで英語をより身に付けられると
．．
．．．
．．
思うから」
（522）や、
「早い段階で英語に触れる機会がある方が良いと思ったから」
（538）という
ものがあった。
「触れる」と「良い」の間には 0.14 の正の相関があることから、英語に触れる機会
があるという点を肯定的に捉えているカテゴリーであるといえる。
カテゴリー04 では「習得」
「言語」
「幼い」といった語があり、言語習得の効率が上がるという
点から、早くから英語を学ぶことを肯定的に捉えた記述が見られた。これらの語を含む具体的な
．．
．．
回答としては、
「英語力習得のためには幼い頃からの学習が必要だと思う」
（828）などがある。
カテゴリー03 では「苦手」
「自分」
「日本人」
「多い」といった語が見られた。
「苦手」と「意識」
には 0.64 もの正の相関が見られ、
「苦手意識」としての使用頻度が高かった。これらの語を含む具
．．．
．．
．．
体的な回答としては、
「日本人は英語に触れる機会がとても少なく苦手とする人が多いように感じ
．．
るから」（403）や、「もっと早くから英語をやっておきたかったと、自分自身が感じているから」
（643）というものがあった。なお、
「自分」と「感じる」との間に 0.14 の正の相関が見られたこ
とから、このカテゴリーの特徴として、自分自身の経験や反省もとに理由を述べたものが多くあ
ることが明らかとなった。
カテゴリー05 と 06 では「日本語」
「他」
「教科」などの語が見られた。
「他」と「教科」の間に
は 0.17 の正の相関があり、
「他教科」
「他の教科」としての使用頻度が高かった。これらの語を含
．．．
む具体的な回答としては、
「他教科をおろそかにしない程度にすべき」（233）や、「外国語活動に
．．
．
ついては賛成です。しかし教科化には賛成いたしません」（684）、「英語も大切だと思う。でも日
．．
本語も大事にしてほしい」（487）といったものが見られた。よって、このカテゴリーは、日本語
を主とする他教科の学習面を懸念しているといえる。また、カテゴリー07 や 08 では、
「早めにし
ておけば、後で楽だと思うから」（198）という意見に代表されるように、早期教育が中学・高校
での英語の理解を容易にするといった意見が見られた。
次に、
「小学校の英語教育改革に反対」の共起ネットワーク図（図 4）を見ていく。図 4 では、
8 つのカテゴリーの表出が見られた。それぞれのカテゴリーの特性を以下に示す。
カテゴリー01 では「英語」
「日本語」
「学ぶ」
「母語」などの語が見られ、
「日本語」は 73 件、
「母
語」は 16 件と、とくに記入が多かった。これらの語を含む具体的な回答としては、「小学校では
．．
．．．
．．
．．．
英語よりも日本語をまずはちゃんと学ぶべきである」
（349）や、
「母国語への理解もままならない
うちに英語を習ったところで身につくとは思えません」
（892）というものがあった。また、
「母語」
と「身」の間には 0.21 の正の相関があることからも、日本語教育の方が重要だということを示す
カテゴリーであるといえる。そして、カテゴリー06 と 07 でも「国語」
「正しい」
「使える」という
．．
語が見られた。具体的な回答としては「英語よりも国語の知識や文法をやるべきだと思うから」
（576）といった記述が多くあり、これらのカテゴリーでも、英語よりも日本語や国語を学ぶこと
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「小学校の英語教育改革に反対」の共起ネットワーク

を重視している意見が目立った。
カテゴリー02 では「教員」
「負担」
「指導」などの関連する語が集合している。これらの単語を含
む具体的な回答としては、
「きちんとした指導のできる教員が十分にいるかが疑問」
（472）や、
「教
育の質は高くないだろうし、教員に対する負担も増える」
（296）というものがあった。
「教員」と
「負担」の間に 0.67 もの正の相関があることからも、教員の負担や教育の質に対する懸念を示す
カテゴリーであることが明らかである。
カテゴリー03 では「授業」「教科書」「スピーキング」などの授業内容に関する語が集合してい
る。これらの語を含む具体的な回答としては、
「早期化ばかりを考えるのではなく、授業のあり方
など中身をよく考える必要があると思うから」
（608）や、
「教科書ですることに対して結局学年を
早めただけであり、スピーキングなどにより重点を置いてないと考えるから」（362）というもの
があった。小学校の英語改革そのものに反対しているのではなく、現在の英語教育の内容を批判
しているカテゴリーであった。批判の内容としては、教科書を用いる比重が高いことであり、今
後はスピーキングを重視すべきだという意見が多く見られた。
カテゴリー04 では「成績」
「評価」
、カテゴリー05 では「教科」などの語が見られ、成績評価を
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すること、教科化することに対して否定的な意見が見られた。これらの語を含む具体的な回答と
しては、「成績評価をつけるのは中学校以降がいいのではないか」（656）や、「教科化はもっと英
語を楽しむことができるようになってからだと思うから」（867）というものがあった。また、カ
テゴリー08 でも「苦手」
「意識」
「増える」などの語が見られ、カテゴリー04、05 と同様に、とく
に教科化することが英語に対する苦手意識につながるのではないかという意見があった。
２） 本学教養科目の半数が英語化されることについての共起ネットワーク分析
まず、
「本学教養科目の英語化に賛成」の共起ネットワーク図（図 5）から見ていく。図 5 では、
11 のカテゴリーの表出が見られた。それぞれのカテゴリーの特性を以下に示す。
カテゴリー01 では「英語」
「触れる」
「機会」
「増える」などの関連する語の集合が見られた。こ
．．
．．
れらの語を含む具体的な回答としては「大学で英語を学ぶ機会を増やした方がいいと思うから」
．． ．．．．．
（818）や、
「大学に入っても、自ら望まない限り、それほど英語に触れる機会がなかったから」
（534）といったものがある。このことから、図 1 のカテゴリー02 と同様に、英語に触れることが
できる点を肯定的に捉えていることを示すカテゴリーであるといえる。
カテゴリー07・08・09・11 では「普段」
「日常」
「社会」
「使う」などの語の集合が見られた。こ
れらの語を含む具体的な回答としては、
「日常的に英語を使うことによって能力も向上すると思う
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図 5 「本学教養科目の半数の英語化に賛成」の共起ネットワーク

61

から」
（58）などがあった。とくに社会に出たときのことを想定して、普段から英語を使う機会を
増やすことが大切だと考えていることが分かった。
カテゴリー05 では「スーパー」
「グローバル」
「大学」という語を含む回答が多かった。具体的
．．．．．．．．．．．
な回答としては「スーパーグローバル大学とはいっても今の状況では英語力は上がらないと思う
．．．．．
から」
（877）や、
「グローバル化を進めるのであれば、妥当であると感じたから」
（731）といった
ものがあった。このことから、本学がスーパーグローバル大学であるということが学生に、英語
能力を向上させる必要性を感じさせているということを示すカテゴリーであるといえる。
カテゴリー04 と 10 は「日本語」
「難しい」
「授業」
「理解」などの語に見られるように、授業に
．．．
関する記述が多いカテゴリーである。これらの語を含む具体的な回答としては「日本語だけで学
んでいても、海外で通用しないから」（768）といった、英語で授業をおこなうことに肯定的な記
．．．
．． ．．．
．．
述がある一方、
「日本語で行うよりも授業が難しくなり、理解力が落ちる可能性がある」
（649）と
いう記述もあった。このことから、本学教養科目の英語化に賛成している人の中でも授業内容を理
解できるかに対しては不安があるといった意見があることが明らかとなった。
次に、
「本学教養科目の英語化に反対」の共起ネットワーク図（図 6）を見ていく。図 6 では、
8 つのカテゴリーの表出が見られた。それぞれのカテゴリーの特性を以下に示す。
カテゴリー01 は「教員」
「生徒」
「負担」などの語が見られた。
「負担」と「増える」には 0.24 の
正の相関があることから、授業をおこなう側と受ける側の両方に負担があるということを示すカ

04
○

05
○

07
○
06
○

01
○

08
○
03
○

02
○
図 6 「本学教養科目の半数の英語化に反対」の共起ネットワーク
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テゴリーであることがいえる。また「教養」と「科目」に関する具体的な回答としては「教養科目
はなじみのない科目も多く、日本語でも内容の理解に努力が要ることもある」（870）といったも
のあり、この点が生徒の負担となると考えているようだ。
カテゴリー04 では「割合」と「高い」の間に 0.19 の正の相関が見られ、英語でおこなわれる授
業の割合についての記述が目立ち、とくに 50％という割合が高いという意見が多く見られた。ま
た、
「単に授業数の割合を上げるといった形骸的な目標は無意味」
（564）といった、単なる数値目
標であることに対する批判も見られた。
カテゴリー02 では「授業」
「理解」や「日本語」という語が集合していた。具体的な回答として
は、
「英語で聴くより、慣れ親しんだ日本語で授業を聴く方が理解が深まる」
（525）といったもの
があった。したがって、授業の内容を理解することが優先されるべきであり、そのために授業は
日本語でおこなわれるべきだとするカテゴリーであることが分かる。
カテゴリー03 は「大学」
「専門」
「興味」
、カテゴリー06 は「単位」といった、大学の専門性を
強調した記述が多く見られるカテゴリーであるといえる。これらの語を含む具体的な回答として
．．
．．
は、
「大学の授業は専門的な内容が多いため、日本語でしたほうが授業を理解しやすいと思う」
（52）
．．
．．
「英語ができないという理由のみで単位を落とす可能性があり、本当は興味があるのに受講でき
．．
ないなど、大学での自由な学問という学生側の選択肢を狭めると思う」（523）などがあった。教
養科目とはいえ、大学の専門的な内容を英語で受けることに対しての不安が読み取れ、単位の心
配をしている人も多く見られた。また、英語でおこなわれる授業が増えることで、大学の自由に
学べるという良さが失われてしまうのではないかと危惧する意見も一定数見られた。
カテゴリー05 では「得意」
「差」などの語の集合が見られた。具体的な回答としては「英語があ
．．
まり得意でない人が他の学びの機会すら失ってしまう可能性があるから」
（69）や、
「1 人 1 人の理
．
解力に差が出ると思われるから」（314）というものがあり、英語で授業をすることで、英語が得
意な人とそうでない人で、授業への理解力や学べる内容に差が出てしまうのではないかという危
惧が読み取れた。
３） 共起ネットワーク分析における考察
共起ネットワーク分析では次のような知見が得られた。まず、小学校の英語教育改革に賛成と
回答した人の主な理由は、英語に触れる機会が得られることと、英語習得の効率が上がることで
あった。そして、回答者自身が現在、英語に対して苦手意識を持っていることが、彼らに賛成の
立場をとらせた一要因である可能性が見いだされた。続いて、小学校の英語教育改革に反対と回
答した人の主な理由は、大きく分けて 3 つあり、すなわち日本語や国語といった日本語教育がお
ろそかになるといったもの、教員の負担を懸念するもの、成績評価をつけることが英語に対する
苦手意識を持たせる原因になるというものである。なお、小学校の英語教育改革に賛成する人の
中でも、自由回答記述で日本語教育に対する懸念が多く見られることから、日本語教育を大事に
してほしいという思いは、小学校の英語教育改革への賛否にかかわらず強いということが明らか
になった。さらに、本学教養科目の英語化に賛成と回答した人の主な理由は、英語に触れる機会
が増えることであり、とくに、英語を学んだり、実際に使ったりすることが中学・高校よりも少
なくなったと感じている大学生が「日常的に」英語に触れることができる点を良さとして捉えて
いた。また、本学がスーパーグローバル大学であることを謳う以上は、英語で授業をおこなうこ
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とも必要だとする意見が見られた一方で、学教養科目の英語化に賛成と回答した人の中でも理解
の面で不安を感じていることが明らかになった。最後に、本学教養科目の英語化に反対と回答し
た人の主な理由は、大きく分けて 4 つであった。それは、教員や生徒の負担が増えるというもの、
大学での専門的な内容を理解することや単位を取ることが難しくなるというもの、英語が得意な
人とそうでない人で授業内容の理解や、選べる授業の幅に差が出てしまうのではないかというも
の、50％という割合が高いというものであった。なお少数意見ではあるが、英語で授業をおこな
うことで大学の「学びたいことを自由に選べる」という良さが失われてしまうのではないかとい
う意見や、授業の質が落ちるのではないかという意見も一定数あったことから、本学教養科目の
英語化に反対している人は、大学ならではの良さが失われてしまうことや大学教育の在り方自体
が変わってしまうことにも懸念を示しているといえる。

６． 小学校の英語教育改革と本学教養科目の半数の英語化への賛否の関連
１） 英語教育改革に対する志向の 4 タイプ
前節までで、小学校の英語教育改革と本学教養科目の半数が英語化することに対するそれぞれ
の賛否の理由を明らかにした。そこで以下では、英語教育改革に対する人々の志向を 4 つに分類
し、それぞれの志向の特徴を明らかにすることを主眼とする。単純に考えれば、英語教育改革に
対して肯定的な人であれば、どちらの改革にも賛成し、英語教育改革に対して否定的な人であれ
ば、どちらの改革にも反対するであろう。しかし、それぞれの英語教育改革の内容や対象者が異
なることから、どちらか一方の設問にしか賛成しないという人もいると考えられる。実際に、そ
れぞれの設問の賛成・反対を掛け合わせたクロス表を作成し、その分布を調べると、表 1 のよう
に「両方とも賛成」
「小学校についてのみ賛成」
「本大学についてのみ賛成」
「両方とも反対」の 4
つのタイプが析出された。
表1

英語教育改革に対する志向の 4 タイプとその分布
本学教養科目の半数の英語化
賛成

反対

両方とも賛成

小学校についてのみ賛成

41.1

38.6

本学についてのみ賛成

両方とも反対

6.5

13.8

賛成
小学校の英語教育改革
反対

N＝881 数値は全体の中でのパーセントを表す。

表 1 より、4 つのタイプにおいてもっとも多いのは「両方とも賛成」であり、全体のおよそ 4 割
強を占めていた。続いて、
「小学校についてのみ賛成」であり、このタイプも全体のおよそ 4 割弱
を占めていた。続いて「両方とも反対」のタイプ（1 割強）であり、もっとも少ないタイプは「本
学についてのみ賛成」であった。
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２） 4 つの志向タイプの検討
では、この 4 つのタイプはそれぞれどのような志向であるといえるだろうか。4 つのタイプに
当てはまる人々がどのような考えを持っているのかを明らかにするために、以下の 4 つの質問に
対してそれぞれ 4 つのタイプで回答がどのような分布になるかを見ていく。分析に使用した 4 つ
の質問とは、質問紙中の問 1「Ｂ．社会に出るまでに英語能力を身につけなければならないと感じ
る」
、問 1「Ｇ．日本国内で生活する上でも、英語は身につける必要がある」
、問 9「Ｃ．日本でも
公的な場面で今より英語が使用されるべきだ」、問 9「Ａ．英語よりもその土地の言語やその人の
母語が重視されるべきだ」であり、それぞれ「１．そう思う」「２．どちらかといえばそう思う」
「３．どちらともいえない」
「４．どちらかといえばそう思わない」「５．そう思わない」の 5 件
法で尋ねている。なお「１. そう思う」
「２．どちらかといえばそう思う」を「そう思う」にまと
め、
「４．そう思わない」
「５．どちらかといえばそう思わない」を「そう思わない」にまとめた。
図 7 は質問紙中の問 1「Ｂ．社会に出るまでに英語能力を身につけなければならないと感じる」
に対して 4 つのタイプによる回答の分布を表している。図 8 は同じく、調査票中の問 1「Ｇ．日本
国内で生活する上でも、英語は身につける必要がある」に対して 4 つのタイプによる回答の分布
を表している。これら 2 つの質問は回答者が「英語能力を身につける必要性」をどの程度感じて
いるかの指標として採用しており、どちらも 1％水準で有意であった。そこで図 7 と図 8 を見る
と、
「両方とも反対」のタイプは、ほかのタイプと比較したときに「そう思う」の割合が圧倒的に
低いことが明らかとなった。よって「両方とも反対」のタイプはそもそも英語を身につける必要
性をほかのタイプよりは感じていない可能性があるといえる。また、「英語を身につける必要性」
に関して、
「小学校についてのみ賛成」よりも「本学についてのみ賛成」の方がわずかではあるが、
どちらも「そう思う」と回答した人の割合が高いことが明らかとなった。続いて、図 9 は、質問
紙中の問 9「Ｃ．日本でも公的な場面で今より英語が使用されるべきだ」という質問に対して 4 つ
のタイプによる回答の分布を表している。（1％水準で有意）図 9 を見ると「両方とも賛成」のタ
イプでは 6 割近くの人が「そう思う」と回答しているのに対し、
「両方とも反対」のタイプでは 2
割を切っていることが明らかである。そして、図 10 は問 9「Ａ．英語よりもその土地の言語やそ
の人の母語が重視されるべきだ」という質問に対する 4 タイプの回答の分布を表している。（「両
方とも賛成」および「小学校についてのみ賛成」は 1％水準で有意であり、
「本学についてのみ賛
成」および「両方とも反対」は 5％水準で有意）この図からは「両方とも反対」のタイプでは 8 割
もの人が「そう思う」と回答しているのに対し、
「両方とも賛成」のタイプでは 5 割であった。
以上のことから「両方とも賛成」のタイプが英語教育改革に積極的な姿勢であることは、この
タイプに当てはまる人々が英語を使用する場面が増えるべきだと考えているということにも表れ
ている。一方、
「両方とも反対」のタイプに当てはまる人々は、ほかのタイプより英語の必要性を
感じておらず、英語よりも母語を重視すべきだと考えており、そのことが、彼らの英語教育改革
に対する態度を否定的にさせていると考えられる。
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図 7 社会に出るまでに英語能力を身につけなければならないと思うか（4 タイプ別）
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9.4
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33.6
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どちらともいえない

そう思わない

図 8 日本国内で生活する上でも、英語は身につける必要があると思うか（4 タイプ別）

両方とも賛成
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小学校についてのみ賛成
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本学についてのみ賛成

両方とも反対

32.6

42.2

38.6

16.4

26

35.1
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8.6

26.3

53.3

（％）
そう思う

どちらともいえない

そう思わない

図 9 日本でも公的な場面で英語がもっと使われるようになるべきだと思うか（4 タイプ別）
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図 10

どちらともいえない

そう思わない

英語よりもその土地で話されている言語が重視されるべきだと思うか（4 タイプ別）

次に、この 4 つのタイプの違いによってそれぞれの改革への賛否理由がどのように異なるのか
を見ていく。表 2 は、小学校の英語教育改革への賛否理由に書かれていた言及内容の分布を示し
たものであり、表 3 は本学教養科目の半数が英語化することへの賛否理由に書かれていた言及内
容の分布を示したものである。表 2 と表 3 にある項目は、共起ネットワーク分析で頻出だった言
及内容を筆者が独自に選定したものである。そして、表の言及内容と類似する内容が書かれてい
るものをすべて手作業で数え上げているため、表は言及内容の分布を厳密に表したものであると
はいいがたい。しかし、この分析においておおまかな賛否理由の分布を知るために利用するには
十分であると考える。なお、回答者が複数の事柄に言及している場合は、そのすべてを数え上げ
ているため、自由記述の回答人数と言及内容の数は一致していない。なお、表 2 と表 3 のどちら
も、表の項目に当てはまらない言及は「その他の項目」に含め、表からは省いている。
表 2 の「早い点」という項目は、早くから英語に取り組むのがなぜ良いのかについての理由ま
では書かれていない、
「早ければ早いほど良い」や「早いに越したことはない」といった言及を数
えている。この項目では、おそらく、表 2 の肯定意見を総称したような理由を根拠としているの
ではないかと推測できる。なお、
「早い点」の項目は、
「両方とも賛成」
「小学校改革のみ賛成」の
タイプでは、
「早ければ早いほど良いから」という回答例にあるように、肯定意見として捉え、
「本
大学の改革のみ賛成」「両方とも反対」のタイプでは、「早すぎる」という回答例にあるように、
否定意見として捉えている。
表 2 において、回答者全体では、もっとも多いもので 20.5％もの人が英語習得の効率について
言及しており、続いて英語の必要性や英語に触れる機会について、それぞれ順に 14.1％、14.3％の
人が言及していた。なお、これらの言及はすべて小学校の英語教育改革を肯定的に捉えた意見で
あった。一方表 3 において、回答者全体では、もっとも多いもので 24.6％もの人が授業理解に対
する不安について言及しており、これは、本大学において英語で実施される教養科目の割合が引
き上げられることへの否定的な意見であった。これは、図 1 と図 2 のそれぞれの賛否の割合と照
らし合わせれば当然の結果だといえる。
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表 2 小学校の英語教育改革への賛否理由に書かれていた言及内容の分布
肯定意見

否定意見

その他

英
語
の
必
要
性

英
語
に
触
れ
る
機
会

英
語
習
得
の
効
率

苦
手
意
識
が
減
る

視
野
が
広
が
る

日
本
語
教
育

他
教
科
の
懸
念

教
員
の
負
担

教
育
内
容
へ
の
批
判

教
科
化
へ
の
批
判

早
い
点

全体（913）

14.1

14.3

20.5

2.4

3.0

12.3

2.2

1.8

4.9

2.8

11.0

両方とも賛成（368）

16.3

19.0

23.6

3.3

3.8

3.5

2.7

0.5

2.4

1.1

14.7

小学校についてのみ賛成（350）

19.1

16.0

28.0

2.6

3.7

4.0

1.1

0.9

4.9

1.4

9.7

本学についてのみ賛成（60）

0.0

3.3

1.7

0.0

0.0

50.0

1.7

5.0

10.0

10.0

3.3

両方とも反対（135）

1.5

2.2

0.7

0.7

0.0

40.7

3.7

5.9

9.6

8.1

7.4

(注) 括弧の中は、記述内容の実数を示しており、数値はその実数に対する行パーセントを表している。

表 3 本学教養科目の半数が英語化されることへの賛否理由に書かれていた言及内容の分布
肯定意見

英
語
が
身
に
つ
く

グ
ロ
ー
バ
ル
大
学
な
ら
必
要

授
業
理
解
に
対
す
る
不
安

教
員
と
生
徒
の
負
担

9.9

7.7

1.2

24.6

23.6

20.1

18.2

2.2

1.8

0.9

0.3

26.5

28.6

0.9

0.0

英
語
の
必
要
性

英
語
に
触
れ
る
機
会

全体（810）

11.6

両方とも賛成（313）
小学校についてのみ賛成（337）
本学についてのみ賛成（49）
両方とも反対（111）

否定意見

効
果
が
な
い

英
語
習
得
度
に
よ
る
差

日
本
語
で
学
ぶ
の
も
大
切

4.2

3.6

6.9

4.8

1.6

1.3

1.3

1.9

1.6

2.1

7.1

7.1

3.6

11.9

7.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

33.3

4.5

3.6

5.4

11.7

9.0

8.1

割
合
が
高
い

学
び
が
英
語
に
偏
る

2.1

4.1

8.6
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(注) 括弧の中は、記述内容の実数を示しており、数値はその実数に対する行パーセントを表している。

まず、4 つのタイプにおいてもっとも多い、
「両方とも賛成」のタイプから見ていく。表 2 では、
小学校の英語教育改革に賛成しているという点で共通している「小学校についてのみ賛成」のタ
イプと同じような分布ではあるが、
「早い点」という項目の割合がほかのタイプよりも高いことが
読み取れる。また、表 3 では、
「本学についてのみ賛成」のタイプと同様に、
「英語の必要性」や
「英語が身につく」という項目の割合が高く、とくに「英語が身につく」の割合は「本学につい
てのみ賛成」のタイプよりも圧倒的に多い。しかし、表 2 と表 3 のどちらも、デメリットに関す
るどの項目についても言及があることが分かった。以上のことから、このタイプは、どちらの改
革内容にも賛成していることから、単純に考えれば、英語教育改革に比較的肯定的であるように
見えるが、言及内容の分布を見ると、英語に触れる機会や英語が身につくことを英語教育改革の
良さとして肯定的に捉えている一方で、英語教育改革に付随するデメリットに対して不安を感じ
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る人もいることが明らかになった。
続いて、
「小学校についてのみ賛成」のタイプについて見ていく。表 2 ではとくに「英語習得の
効率の良さ」
「英語の必要性」に関する言及の割合が高く、これらの割合は「両方とも賛成」のタ
イプよりも高い。なお、英語の必要性を感じていることは、図 7 や図 8 からも読み取れる。しか
し、小学校の英語教育改革のみに賛成しているにもかかわらず、小学校の英語教育改革への否定
的な言及内容の合計の割合は、12.3％と、
「両方とも賛成」のタイプよりもわずかではあるが高い
ことが明らかとなった。また、表 3 では、
「授業理解に対する不安」「英語習得度によって学びに
差が出る」
「
（50％という）割合が高い」
「日本語で学ぶのも大切」の大きく 4 つに関する言及の割
合が高く、どれも「両方とも賛成」のタイプより圧倒的に割合が高い。以上より、
「小学校につい
てのみ賛成」のタイプは、英語の必要性を感じており、小学校の英語教育改革に対して、英語習
得の効率を主な賛成の理由としているが、否定的な意見も少なくないことから、積極的に賛成し
ているというよりは、譲歩的に賛成しているのではないかと考えられる。
続いて、
「本大学の改革のみ賛成」のタイプを見ていく。表 3 から、日本語教育についての記述
が「両方とも反対」のタイプより高く、教科化することに対する批判や教育内容に対する批判の
割合がほかのタイプより高いことが明らかとなった。一方、表 3 では、英語の必要性を感じてい
るといった言及の割合は高く、本大学において英語で実施される教養科目の割合が引き上げられ
ることに対しては、グローバル大学として必要だといった言及の割合が突出して高かった。また、
本大学において英語で実施される教養科目の割合が引き上げられることへの否定的な言及は全く
見られなかった。以上のことから、このタイプは、英語の必要性やグローバル大学としての責務
から、本学の改革に関しては積極的に賛成しているが、日本語教育に対する懸念や教科化するこ
とに対しては否定的で、それが原因で小学校英語教育改革には反対していると考えられる。
最後に「両方とも反対」のタイプを見ていく。表 3 では「効果がない」という否定的な言及の
割合がほかのタイプと比べて圧倒的に高いことが読み取れる。したがって、図 7 と図 8 でも述べ
たように、このタイプはほかのタイプよりは英語を身につける必要性を感じておらず、改革内容
に対しても効果があるかどうか分からないことから英語教育改革に対して否定的な姿勢であるこ
とがいえる。

７． おわりに
本稿では、改革前の英語教育を小学校から高校まで受けてきた今の大学生が英語教育改革に対
してどのような考えを持っているのかを明らかにするために、自由回答記述の分析をおこなった。
最後にその要旨をまとめておこう。
まず、自由回答記述のテキストマイニングで明らかになったことを述べる。
英語教育改革に対する賛成意見の多くが、英語に触れる機会が増えること自体を肯定的に捉え
ているものであることが明らかとなった。また、小学校の英語教育改革に対する反対意見には、
日本語教育を大事にしてほしいというものが多く、その意見は賛成している人の中でも見られた。
続いて、本学教養科目の半数が英語化することに対して、本学がスーパーグローバル大学である
ことを謳う以上は、英語で授業をおこなうことも必要だとする意見が見られた一方で、学教養科
目の英語化に賛成と回答した人の多くが理解の面で不安を感じていることが明らかになった。
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次に、小学校の英語教育改革と、本学教養科目の半数が英語化されることへの賛否によって回
答者の英語教育改革に対する志向を 4 つに分類し、その内容を検討した。この分析では次のよう
な知見が得られた。まず、
「両方とも賛成」と「小学校についてのみ賛成」のタイプは、どちらも
小学校の英語教育改革に対する否定的な言及が少なくないことから、小学校の英語教育改革に賛
成している人のすべてが全面的に賛成しているのではないと考えられる。続いて「両方とも反対」
のタイプは、そもそも英語の必要性を感じておらず、そのことが彼らを英語教育改革に対する態
度を否定的にさせている可能性がある。そして、
「本学についてのみ賛成」のタイプのみ、本学に
ついての改革内容に全面的に賛成していた。なおこのタイプは、ほかのタイプより本校がスーパ
ーグローバル大学であることを意識した言及が多く見られたが、やはり日本語を軽視できない気
持ちから、小学校の英語教育改革には否定的であった。
より早くから英語を学ぶことで英語が身につくかどうかや英語教育改革に効果があるのかどう
か、また英語を重点的に学ぶことは日本語教育を犠牲にするものなのか。それらに関しては先述
したように、英語研究者の間でも賛否両論あり、未だ解明されてはいない。しかし、このまま英
語教育改革を押し進めていくことは、人々の英語教育への期待を高めるだけでなく、日本語教育
への不安も高めることになるだろう。

〈参考資料・文献〉
藤原康弘・仲潔・寺沢拓敬編，2017，
『これからの英語教育の話をしよう』ひつじ書房．
樋口耕一，2014,『社会調査のための計量テキスト分析』ナカニシヤ出版．
宮本聡介・宇井美代子編，2014，
『質問紙調査と心理測定尺度――計画から実施・解析まで』サイ
エンス社．
文部科学省，2017，スーパーグローバル大学創成支援事業ウェブサイト，
（2019 年 1 月 25 日取得，
https://tgu.mext.go.jp/about/index.html）
．
――――，2013，
「グローバル化に対応した英語教育改革実施計画」，
（2019 年 1 月 25 日取得，htt
p://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/gaikokugo/__icsFiles/afieldfile/2014/01/31/1343704_01.pdf）.
多田光宏，2006，
「外国人に対する態度類型とその性質――『不法』外国人と両義派・排外派・受
入派」『ポピュリズムとローカルリズムの研究――東京の同化・結合のリソース』早稲田大
学，研究成果報告書，157-177．
太郎丸博，1999，
「自由回答の回答率と回答の長さ――調査法および回答者の社会的属性が及ぼす
影響」川端亮編『非定型データのコーディング・システムとその利用』平成 8 年度～平成 10
年度科学研究費補助金［基盤研究（A）
（1）］研究成果報告書，大阪大学，139-155．
友枝敏雄編，2015，『リスク社会を生きる若者たち――高校生の意識調査から』大阪大学出版会．
鳥飼玖美子，2018，
『英語教育の危機』筑摩書房．

70

第３章

海外に行くことに対する学生の態度
―本学学生に見る海外渡航や海外就労に対する認識―

Attitudes of Students toward Going Overseas:
University Students’ Recognitions about Traveling and Working Overseas

伊黒

郁未

IGURO Ikumi
This article will make it clear how university students recognize traveling and working overseas, based on
their responses to the quantitative survey we conducted at Kumamoto University in October and November
2018. Through statistical analyses, including a logistic regression, I examined what will affect the students’
global orientation, i.e., the desire of traveling and working overseas. It was found that overseas traveling
conducted actively by students themselves (e.g., personal trips), rather than the one organized passively (e.g.,
school excursions), had a positive effect on their global orientation. In addition, their attitudes toward going
overseas were classified according to four types: (1) positive type, (2) potentially negative type, (3)
potentially positive type, and (4) negative type. A factor that distinguishes students who go overseas from
those who do not seems to be closely related to their strong desire to travel overseas and their relatively more
optimistic perceptions regarding hesitating factors like lack of money, time, or foreign-language ability etc.

１． はじめに
われわれが生きている社会がグローバル社会と呼ばれるようになって久しい。日本を訪れる外
国人の数は年々増加傾向にあり、2018 年の訪日外客数は 3119 万 2000 人で、日本政府観光局が統
計をとり始めた 1964 年以降最多となった（日本政府観光局 2019）。生活範囲内における外国人の
存在は今や珍しくない。今日の日本社会において、人だけでなくモノやサービスの行き来が盛ん
におこなわれている一方、海外に行こうとしている学生は減少している。のちにまた詳しく述べ
るが、日本人の海外留学者数も、海外旅行者数も、減少傾向にある。
以上のことは、われわれが本学で 2018 年 10～11 月に実施した「外国語ならびに海外に対する
大学生の意識と経験等に関する調査」にも示されている。われわれのアンケート調査に協力して
くれた熊本大学の学生の実態として、海外渡航経験者は少ないとは言えない。これまでの海外渡
航・滞在の経験の有無を問う設問では、海外渡航や滞在の経験がある人（渡航・滞在回数＝1 回以
上）は 42.9％（352 人）
、海外渡航や滞在の経験がない人（渡航・滞在回数＝0 回）は 57.1％（468
人）であった。このことから、4 割強の学生が海外に行ったことがあり、半数以上の学生が海外に
行ったことがないことがわかる。
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しかし、熊本大学在学中の、半年以上の海外留学の希望や予定、経験の有無を尋ねた設問では、
「すでに海外留学をしたことがある」と答えた人は 1.4％（12 人）、
「海外留学のはっきりした希望
や予定がある」と答えた人は 7.7％（68 人）
、
「海外留学の希望や予定はとくにない」と答えた人は
91.0％（805 人）であった。海外留学を希望しない学生は 9 割強と圧倒的に多く、海外留学に積極
的な学生は 1 割に満たない。
また、外国で働きたいと思うか尋ねた設問では、「日本では働かず、最初から外国で働きたい」
が 1.9％（17 人）
、
「最初は日本で働いて、いずれ外国に渡って働きたい」が 9.5％（84 人）
、
「日本
を中心に働き、外国赴任や外国出張をしたい」が 17.2％（152 人）
、
「外国で働きたいとはとくに思
っていないが、場合によってはかまわない」が 37.7％（333 人）、
「外国で働きたいとはまったく思
わない」が 33.7％（298 人）であった。海外で働こうと思っている人は 3 割に満たず、主に日本で
働こうと思っている人の方が 7 割強と圧倒的に多い。
こうした海外志向に関するいくつかの設問の単純集計の結果から、本大学の学生で海外経験の
ある学生は少なくはないが、グローバル社会である現代社会に反して、彼らが「内向き」志向な
のではないかという可能性がうかがえる。彼らは海外に対してどのような志向を持っているのか。
そしてどのような人が海外に行き、どのような人が海外に行っていないのか。海外に行っていな
い人は、なぜ海外に行っていないのか。
本稿では海外留学と海外旅行の 2 つの面から、本大学で実施した量的調査を通じて学生が海外
をどう捉えているのか、彼らの海外への態度について考えていく。まず第 2 節では、先行研究を
もとに日本における学生の海外渡航の現状と、海外留学・海外旅行それぞれについての渡航を阻
害する要因を示す。続いて第 3 節では、われわれが 2018 年 10～11 月に本大学学部生を対象にお
こなった調査の分析を通じて、本大学の学生たちの海外への志向の類型やその理由を探る。手法
としてはクロス集計やロジスティック回帰分析を用いて、彼らが海外についてどう認識している
かを明らかにする。そこから得られた結果をもとに、第 4 節では考察を述べる。あらかじめ結論
を述べておくと、海外志向に影響を与えると考えられるのは能動的な渡航経験であることがわか
った。また、そこから彼らの海外への態度をタイプ別に分類し、海外渡航に行く人と行かない人
を分ける要因は何かを考える。最後に第 5 節では、この調査を通して考えられる学生の海外への
志向について筆者の意見を述べる。

２． 日本における学生の海外渡航の現状
１） 海外留学者数の現状と阻害要因
世界的に留学生の数が急増しているのに対して、日本における留学生数は減少傾向にある。図
1 の文部科学省（2017）のデータによると、日本人の海外留学者数は 2004 年の 82,945 人をピーク
に、その後は減少しており、2015 年では 54,676 人であった。
若者の留学離れと留学の必要性について、文部科学省は以下のように述べている。
若者の留学離れは、国際感覚や研究能力を磨き、人的ネットワークを形成するなどによる、
国際的に通用する人材の育成の機会を狭めるものであり、グローバル化が進む中で、我が国
が取り残されることになりかねない。他方、今後我が国に 30 万人の留学生を受け入れようと
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する中で、受入れ機関や地域の中核となる人が海外留学経験を有することは大きな意味があ
り、そうしたことから、日本人の海外への留学の促進が必要である。
（文部科学省 2008）
ではなぜ海外留学をする学生が減っているのか。文部科学省は日本人学生の留学に関する主な
障害として、①就職、②経済、③大学の体制の 3 つを挙げている。①学生の就職活動の時期とバ
ッティングしてしまうこと、②留学は経済的な面での負担が大きく、留学を断念せざるをえない
こと、③帰国後の単位認定が困難なことや、助言をしてくれる教職員が少ないこと、大学全体の
バックアップ体制が不備であることなどによる大学の体制の抱える問題点が留学の阻害要因とさ
れている。また、小林（2011）は、日本人の海外留学を阻害する要因について、①経済的な理由、
②語学力不足、③就職活動の時期との重複の 3 つの問題点に集約されているという。さらに太田
（2011）は家計の悪化や語学力不足などに加え、就職に関して学生の海外留学を評価しない雇用
者について言及している。海外留学経験への社会の評価は曖昧で、企業は海外留学経験を適切に
処遇していない現状があることを指摘している。また、学生は日本というコンフォート・ゾーン
（居心地の良い場所）に滞留していること、治安面に対するリスク回避と安全志向が高まってい
ることなどを挙げている。日本という成熟した社会に満足し、あえて海外に行くことに価値や意
義を見出せない層が一定数いると述べている。たしかに海外に留学することは、感染症やテロ、
自然災害、地域紛争などの影響も考えられるため、人によってはきわめてリスクのあるアクショ
ンである。そんなリスクの生じるようなことをわざわざやるよりも、手の届く範囲ですべて事足
りるのだからそれで十分では、という理由で海外へ行くことはそれほど重要でないと思われてい
るのではないか。
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（出典）文部科学省（2017）「日本人の海外留学状況」より筆者作成。

図 1 日本人の海外留学状況
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２） 海外旅行者数の現状と阻害要因
次に海外旅行を含めた出国者数を見てみよう。ここでは学生も含めた若者を「15～19 歳」
「20～
24 歳」
「25～29 歳」の 3 つの年代に限定した。現在と人口構成が違うためあくまで参考までだが、
日本人の若者の出国者数は 1990 年代半ばに過去最大を記録した。図 2 に示される出国者数の推移
を見ると、
「20～24 歳」
「25～29 歳」の年代は 1996 年にそれぞれ過去最高値（201 万 6402 人、261
万 2954 人）を示し、
「15～19 歳」は 2000 年の 63 万 1607 人がピークであった。しかし 2009 年に
は「25～29 歳」は 151 万 211 人まで減少し、
「15～19 歳」
「20～24 歳」の年代も 2009 年頃まで減
少が続いた。以降、増加と減少を経て、現在に至る。近年徐々に回復傾向にあるものの、順調に
増加している傾向にあるとは言いがたい。
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（出典）出入国管理統計（法務省）より筆者作成。

図 2 日本人の若者の出国者数

中村（2014）は、2013 年に 18 歳から 49 歳の男女 3,182 人に対しておこなった調査において、
18 歳以上 30 歳未満の若者を対象とした回答に焦点をあて、海外旅行の阻害要因についての因子
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分析をおこなった。そして、「個人内阻害要因」には「滞在に対する不安」「旅行の計画や準備の
負担」「言語に対する不安」が、「対人的阻害要因」には「同行者の不在」や「自分自身の問題」
が、「構造的阻害要因」には「時間不足」「金銭不足」が、それぞれ対応することを明らかにした
。これらの要因に対する知覚の程度には属性によって差があり、学生は「金銭不足」を阻害要因

1

として知覚しやすいという結果を示した。また、海外旅行未経験者において、海外旅行希望派（海
外旅行に行きたいと思っている層）と、消極派（そうではない層）を分ける要因は、同行者を確
保することと、実際に海外旅行に行くまでの準備の負担をクリアできるか否かであるという。さ
らに、海外旅行経験の有無にかかわらず、消極派（海外旅行に行きたくないとまでは言わないが
意欲があまりない層）と否定派（海外旅行に行きたくないと思っている層）を分けるのは、
「滞在
に対する不安」
「旅行の計画や準備の負担」「言語に対する不安」をどのくらい感じているか、程
度の差によって分けられると述べている。
３） 海外経験が当人たちにもたらす肯定的なインパクト
以上、さまざまな阻害要因を先行研究にもとづいて述べてきたが、対照的に海外経験に対する
ポジティブな知見も確認される。ここでは海外経験が当人たちにもたらす肯定的なインパクトに
ついて触れていきたい。
横田（2016）は 2015 年に海外留学経験者（4,489 人）と留学非経験者（1,298 人）に対して大規
模なインターネット調査をおこなった。得られた結果として、グローバル人材や社会人基礎力の
素養に関連したものが含まれる能力の向上や意識の高まりに関する質問項目において、経験者は
非経験者に比べて自己評価が高かった。海外留学を経験することでアジア人としての意識や地球
市民意識が高まったり、多様な価値観・文化的背景を持つ人々との交流に積極的になったり、自
己肯定感・自己効力感・自己有用感が高まったりなど、前向きな価値観の醸成に好影響を与えて
いる。また、宿題やプレゼンテーションへの取り組み、ボランティア活動への参加など、授業内
外の活動に積極的に取り組むといった、彼らの行動にもプラスの影響をもたらしている。さらに、
社会人基礎力（ここでは、
「ストレス耐性」
「柔軟性」
「リーダーシップ」
）の向上にも貢献し、人生
の満足度では、経験者の方が非経験者よりも人生の満足度（プライベートな生活・交友関係・人
生）すべてにおいて高い結果となった。
また、久木元（2016）によると、2012 年に海外滞在経験が豊富な若者たち 1,236 人に対してお
こなったインターネット調査において、海外経験が豊富な若者たちは、自らの経験自体に非常に
満足しているのに加え、自分よりも若い人たちに海外生活を経験することを勧めたいと答えた人
は全体で約 90％であった。彼らは自らの経験に満足しているだけではなく、それを価値のあるも
のとして捉え、他の人にも同じような経験をしてほしいと考えている。
以上のことから、海外に行くという経験は、当人におおよそプラスの影響を与えているという
ことが言える。
レジャーの阻害要因に関する研究で用いられている理論的な枠組みであり、Crawford and Godbey
（1987）が提案した。「個人内阻害要因」とは個人の内部に生じる心理状態や属性を指し、「対人
的阻害要因」とは家族や友人など他者との社会的相互作用の結果を指し、
「構造的阻害要因」とは
外的な環境要因から生じる。これら 3 つの阻害要因は、レジャーや観光行動におけるこれまでの
研究に大きな影響を与えた。
1
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３． 量的調査に見る本学学生の実態の分析
さて、学生が海外に行っていない現状と、その阻害要因を述べてきた。この節では本大学にお
ける大学生の海外志向の現実を探っていく。彼らは海外に対してどのような志向を持っているの
か。どのような人が海外に行き、どのような人が行っていないのか。行っていないのなら、それ
を阻むものは何か。
まず、熊本大学ではどのような人が海外渡航をしているのか、海外留学と海外旅行の 2 つに対
する性別や家庭の暮らしの状況との関連を見ながら記述する。
表 1 は、性別と海外留学の希望等のクロス集計である。集計にあたって、性別を独立変数とし、
従属変数は調査票中の問 13「あなたは熊本大学在学中に、半年以上の海外留学（ワーキングホリ
デーを除く）の希望や予定、あるいは経験などがありますか」という設問の選択肢「１．すでに
海外留学をしたことがある」
「２．海外留学のはっきりした希望や予定がある」を「海外留学の希
望や予定または経験がある」
、「３．海外留学の希望や予定はとくにない」を「海外留学の希望や
予定はない」として値の再割り当てをおこなったものである。表 2 は、性別と海外渡航経験の有
無のクロス集計である。独立変数は性別、従属変数は問 22「
（10）これまでの海外渡航や滞在の回
数と、訪問した国の数をお書きください」という設問の、
「渡航・滞在回数：0 回」を「渡航経験
なし」
、
「渡航・滞在回数：1 回以上」を「渡航経験あり」として値の再割り当てをおこなったもの
である。
表 1 性別×海外留学の希望・予定・経験の有無
海外留学の希望・予定・経験
あ

り

な

し

男性

9.1

90.9

女性

9.6

90.4

N＝850 数値は全体のなかでの行パーセントを表す

表 2 性別×渡航経験の有無
渡航経験
あ

り

な

し

男性

38.3

61.7

女性

48.8

51.2

N＝800 数値は全体のなかでの行パーセントを表す

海外留学に関しては男女で有意な差は見られなかった。一方で海外渡航については 1％水準で
有意な結果が得られ、女性の方が若干多かった。法務省の日本人出国者数のデータでも、統計的
に女性は男性よりも海外に行っているため、妥当と思われる結果であった。
続いて、家庭の暮らしの状況と、海外渡航の関連を調べた。表 3 は、渡航・滞在回数を 3 段階
に分けたものと、家庭の暮らしの状況のクロス集計である。独立変数は、問 22「
（10）これまでの
海外渡航や滞在の回数と、訪問した国の数をお書きください」という設問において、渡航・滞在
76

回数を 0 回、1 回、2 回以上の 3 段階に分けたものである。また、従属変数は、問 17「あなたのご
家庭の暮らしの状況を総合的にみて、どう感じていますか」という設問の選択肢「１．大変苦し
い」
「２．やや苦しい」を「苦しい」
、
「３．普通」を「普通」、
「４．ややゆとりがある」
「５．大変
ゆとりがある」を「ゆとりがある」として値の再割り当てをおこなったものである。この設問は
具体的な家庭の経済状況を尋ねる世帯年収とは異なり、家庭状況の自己評価を問うものである。
世帯年収などを尋ねる設問は有効な回答が比較的少なく、実態が把握しづらいと判断したため、
今回は問 17 を家庭の経済的な状況の代理指標として採用した。
表3

渡航・滞在回数（3 段階）×家庭の暮らしの状況
家庭の暮らしの状況

渡航・滞在回数

苦しい

普通

ゆとりがある

0回

29.5

53.4

17.0

1回

27.5

52.5

20.1

2回以上

21.2

44.5

34.2

N＝814 数値は全体のなかでの行パーセントを表す

海外渡航の場合は、分析の結果からすれば、家庭の暮らしにゆとりがある人ほど海外に行って
いるとは断言できないが、海外に 2 回以上行っている人でもっとも割合が多いのは家庭の暮らし
の状況が普通と答えた人（44.5％）であった。次いでゆとりがある人（34.2％）、苦しい人（21.2％）
であり、この結果は 1％水準で有意であった。
これに対し、海外留学の場合は、決して家庭の暮らしにゆとりがある人が海外留学に行ってい
るというわけではなかった（表 4）
。表 4 は、海外留学の希望等と家庭の暮らしの状況のクロス集
計である。独立変数は海外留学の希望・予定・経験の有無、従属変数は家庭の暮らしの状況であ
る。
表 4 海外留学の希望・予定・経験の有無×家庭の暮らしの状況
家庭の暮らしの状況

海外留学の希望・予定・経験

苦しい

普通

ゆとりがある

あ

り

38.0

36.7

25.3

な

し

26.9

53.4

19.7

N＝881 数値は全体のなかでの行パーセントを表す

この結果は 5％水準で有意である。サンプル数が少ないため確実なことは言えないが、海外留学
の希望や予定、または経験がある人で、もっとも多かったのは家庭の暮らしの状況が苦しい人で
あった（38.0％）
。つまり、家庭の状況が苦しくても、海外留学に行く人は行っている。そういう
人は、確固たる意志があって海外留学に行っているように思われる。海外留学の阻害要因として
経済的な問題を挙げたが、海外留学に行く人は自らの経済状況を阻害要因として捉えていないか、
もしくはそこを乗り越えて（アルバイトや奨学金で工面するなど）、海外留学に行っているのでは
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ないか。
次に、どういった要因が学生たちの海外志向に影響を与えるのかを調べるためにロジスティッ
ク回帰分析をおこなった。今回、問 12「あなたは外国で働きたいと思いますか」という設問を海
外志向の有無を測定するものと捉え、分析に使用した。この設問の選択肢「１．日本では働かず、
最初から外国で働きたい」
「２．最初は日本で働いて、いずれ外国に渡って働きたい」「３．日本
を中心に働き、外国赴任や外国出張をしたい」を「海外志向あり」と見なし、まとめて 1 とし、
「４．外国で働きたいとはとくに思っていないが、場合によってはかまわない」
「５．外国で働き
たいとはまったく思わない」を「海外志向なし」と見なし、まとめて 0 として値の再割り当てを
おこない、ダミー変数を作成した。これを従属変数として、以下の独立変数を加えた。
表 5 独立変数の設定と記述統計量
変数名

変数の設定

女子ダミー

女子＝1、男子＝0

有効度数
861

文系ダミー

文系＝1、理系＝0
大変苦しい＝1、やや苦しい＝2、普通＝3、ややゆとりが
ある＝4、大変ゆとりがある＝5
現在の生活に満足している＝1、満足していない＝0

811
892

点数をそのまま分析に用いた

559

点数をそのまま分析に用いた

493

点数をそのまま分析に用いた
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海外留学の希望・予定・経験ダミー

海外留学の希望や予定、または経験がある＝1、海外留学
の希望や予定はとくにない＝0

885

渡航経験ダミー
修学旅行ダミー

渡航経験あり＝1、渡航経験なし＝0
修学旅行に行ったことがある＝1、それ以外＝0

818
801

一人または友人・知人らとの旅行
ダミー

一人または友人・知人らとの旅行に行ったことがある＝
1、それ以外＝0

801

家族旅行ダミー

家族旅行に行ったことがある＝1、それ以外＝0
そう思う＝5、どちらかといえばそう思う＝4、どちらと
もいえない＝3、どちらかといえばそう思わない＝2、そ
う思わない＝1

801

上に同じ

897

上に同じ

898

上に同じ

898

家庭の暮らしの状況
生活満足度ダミー
TOEIC-IP の点数
センター試験の外国語（筆記）の点
数
センター試験の外国語（リスニン
グ）の点数

社会に出るまでに英語を身につけ
なければならない
自分の英語能力にコンプレックス
がある
日本国内でも英語は必要である
英語に親しみを感じる

895

899

表 6 より、有意な結果が得られたのは「女子ダミー」
「文系ダミー」
「センター試験の外国語（リ
スニング）の点数」
「海外留学の希望・予定・経験ダミー」
「一人または友人・知人らとの旅行ダミ
ー」「社会に出るまでに英語を身につけなければならない」「日本国内でも英語は必要である」の
7 つであった。次の節で分析から得られた結果の考察をおこなっていく。
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表6

海外志向に与える効果（ロジスティック回帰分析）
回帰係数

オッズ比

女子ダミー

-.863

.422 ***

文系ダミー

-.645

.525 *

家庭の暮らしの状況

-.095

.909

.438

1.550

-.002

.998

センター試験の外国語（筆記）の点数

.000

1.000

センター試験の外国語（リスニング）の点数

.041

1.041 *

4.092

59.858 ***

生活満足度ダミー
TOEIC-IPの点数

海外留学の希望・予定・経験ダミー
渡航経験ダミー

.595

1.813

修学旅行ダミー

-.496

.609

一人または友人・知人らとの旅行ダミー

1.632

家族旅行ダミー

-.115

社会に出るまでに英語を身につけなければならない
自分の英語能力にコンプレックスがある

5.113 ***
.891

.623

1.864 ***

-.031

.969

日本国内でも英語は必要である

.263

1.301 *

英語に親しみを感じる

.177

1.194

定数

-5.569

.004 ***

N

347

-2対数尤度

298.562

Nagelkerke決定係数

0.417

尤度比のカイ2乗値

119.992 ***

*** p＜0.01 ** p＜0.05 * p＜0.1

４． 考察
まず、有意性が見られた女子ダミー、文系ダミーの回帰係数を確認すると、それぞれ－0.863、
－0.645 と示しており、他の独立変数と比べてマイナスの影響を与えているという結果が得られ
た。つまり、女性よりも男性が、文系よりも理系が、海外就労を希望しやすい傾向がある。一昔
前に比べて今や多くの女性が社会進出しているが、今なお海外赴任などは男性の方が多いとされ
ている日本の現状を反映したような結果であると考えられる。また、文系に比べ理系が研究して
いる専門の分野は直接的に仕事に結びつきやすく、海外でも通用するような技術力も理系の方が
得られやすいと考えられるため、このような結果になったと思われる。
家庭の暮らしの状況については有意な結果は得られなかった。家庭の暮らしが苦しくても、ゆ
とりがあっても、それが海外志向に影響を与えるとは言えない結果であった。
生活満足度も海外志向に影響があるとは言えなかった。基本的に、今回の調査に協力してくれ
た学生たちはみな一様に、自分の生活にそれなりに満足している傾向にある（満足している＝
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83.7％、満足していない＝16.3％）
。現在の自分の生活に満足していたら、海外で働こうと思うだ
ろうか。現在の（日本での）自分の生活に満足していれば、それ以上のことはあまり望まないも
のではないか。つまり、日本での生活に満足しているからそれ以上は望まない、という考えの人
は、わざわざ日本を出て海外で働こうと思わない。よって、主に日本で働こうと思っている人が
多いという結果になっていると推測される。
TOEIC-IP の点数などは、たとえ高得点をとっていても、海外志向にあまり影響を与えるわけで
はないようである。しかし、センター試験のリスニングの点数だけ、有意な結果が出た。筆記試
験の英語よりも、リスニングのように実践的に役に立つ英語の方が海外志向に影響を与えている
可能性がある。
海外留学の希望・予定・経験ダミーについては、有意な結果が得られた。オッズ比を見てみる
と、
他の変数と比べて 59.858 ときわめて高い値を示している。
実際に海外に留学した経験がある、
もしくは留学する可能性があると答えた人は、そもそも海外に目が向いているため、海外で働き
たいと思いやすいようである。
渡航経験ダミーからは有意性は見られず、このことから、海外渡航経験があるからといって海
外志向があると一概には言えないことがわかった。
海外旅行に関しては、有意な結果が出たのは「一人または友人・知人らとの旅行ダミー」のみ
で、「修学旅行ダミー」と「家族旅行ダミー」からは有意な結果は得られなかった。海外旅行は、
それが能動的な旅行か受動的な旅行かに分けられると考える。すなわち、修学旅行と家族旅行は、
一人または友人・知人らとの旅行に比べ能動性が低いと言える。ここで、海外旅行の内実を見て
みる。表 7～9 は、海外旅行経験のある人はその後も旅行に行っているかを示すクロス集計である。
独立変数は、問 22「
（10）これまでの海外渡航や滞在の回数と、訪問した国の数をお書きくださ
い」という設問において、渡航・滞在回数を 1 回、2 回以上の 2 段階に分けたものである。従属変
数はそれぞれ「修学旅行」
「一人または友人・知人らとの旅行」
「家族旅行」の経験の有無である。
修学旅行の経験がある人で、その後海外渡航をしているかを見てみると、渡航・滞在回数 1 回
が 84 人、2 回以上が 49 人であった（表 7）
。この結果からは有意性は見られなかったが、修学旅
行で一度海外に行ったことのある人々は、他の形態の旅行に比べてその後海外に行っていない。
表 7 渡航・滞在回数（2 段階）×修学旅行ダミー
修学旅行

1回
渡航・滞在回数
2 回以上

経験あり

経験なし

84

113

42.6%

57.4%

49

83

37.1%

62.9%

N＝329 数値は度数、および全体のなかでの行パーセントを表す

つまり、一度修学旅行で海外に行ってから、海外経験はそれきりになっている人が多いようであ
る。どちらかといえば、一人または友人・知人らとの旅行に行った人々の方が、さらなる海外渡
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航を経験している（表 8）
。こちらは渡航・滞在回数 1 回が 28 人、2 回以上が 58 人である。いう
なれば、自らの意志による能動的な行動である。この結果は 1％水準で有意であった。家族旅行に
おいても、渡航・滞在回数 1 回が 33 人、2 回以上が 71 人で、2 回以上行っている人の方が多い
（表 9）
。この結果も 1％水準で有意であったが、こちらは能動的な行動というよりも、その家庭
が経済的にゆとりのある家庭ということや、親の文化資本的な側面が考えられる。
表 8 渡航・滞在回数（2 段階）×一人または友人・知人らとの旅行ダミー
一人または友人・知人らとの旅行

1回
渡航・滞在回数
2 回以上

経験あり

経験なし

28

169

14.2%

85.8%

51

81

38.6%

61.4%

N＝329 数値は度数、および全体のなかでの行パーセントを表す

表 9 渡航・滞在回数（2 段階）×家族旅行ダミー
家族旅行

1回
渡航・滞在回数
2 回以上

経験あり

経験なし

33

164

16.8%

83.2%

71

61

53.8%

46.2%

N＝329 数値は度数、および全体のなかでの行パーセントを表す

ここでロジスティック回帰分析の考察に戻るが、修学旅行は集団で動くため時間も行動も制約
されている場合が多い。一方、一人または友人・知人らとの旅行は、文字通りプライベートな旅
行である。修学旅行のような制約はなく、自由に時間を使って自由に行動できる。一人での旅行
は友人と行く旅行よりも当然自由度は増すであろう。高井・西村・中村（2014）は、
「一度海外旅
行を経験し、その経験がポジティブなものとして知覚された場合には、海外旅行に関する好循環
が始まる」と述べているが、修学旅行で海外経験が止まっている人は、自らの意志で再び海外に
行こうとしていないのだろうか。海外志向は時間とともに変化しうるものであるため、一度海外
に行っているという経験がその後の人生にインパクトを与える可能性も十分に考えられるが、
「修
学旅行ダミー」はロジスティック回帰分析において、外国で働こうという意識に影響を与えてい
るとは言いがたい結果であった。また、有意な結果が得られた「一人または友人・知人らとの旅
行ダミー」のオッズ比の値を見てみると、他の変数に比べ 5.113 と高い値を示している。能動的に
海外に行った経験が、海外で働こうという意識を高めているのだろうか。それとも、海外で働こ
うと思っている人ほど、自らの意志で海外に旅行に行っているのだろうか。この点については、
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慎重な判断が必要である。しかし、どちらにしてもこういった意欲や動機のある海外渡航は、海
外志向に深く関わってくるように思われる。
また、
「社会に出るまでに英語を身につけなければならない」
「日本国内でも英語は必要である」
という英語に対する意識がプラスの影響を与えているような結果が見られた。このような意識を
問うものは、独立変数として扱うのはやや注意が必要だが、海外志向に影響を与える可能性のあ
るものとして欠くことはできないと判断し今回使用した。海外に出て働くうえで、国際共通語と
しての英語を習得する必要性があるという意識が生じるのは妥当であろう。海外留学や海外旅行
などの主な阻害要因として語学力不足を挙げたが、やはり英語は海外渡航に重要なツールであり、
海外志向のある学生は英語の必要性を感じているようである。
以上の考察と以下で示す表 10 から、筆者は海外に行くことに対する学生の態度は次の 4 つに分
類できるだろうと考えた。すなわち、①海外経験があり、海外志向もあるタイプ（以下、積極タ
イプ）、②海外経験はあるが、海外志向はあまり見られないタイプ（以下、潜在的消極タイプ）、
③海外経験はないが、海外志向はあるタイプ（以下、潜在的積極タイプ）
、④海外経験はなく、海
外志向もあまり見られないタイプ（以下、消極タイプ）の 4 つのタイプである。
①の積極タイプは、海外に行ったことがあり、かつ外国で働きたいと思っている人である。渡
航経験と海外志向の両方を備えており、文字通り積極的に海外に行くタイプである。表 4 や表 6
の結果から読み取れるように、家庭の暮らしの状況にゆとりがあってもなくても、英語の試験の
結果が良くても悪くても、英語に対してコンプレックスがあってもなくても、彼らはそれらを乗
り越えて海外に行く。もしくは乗り越えるほどでもなく、何の問題もなく海外に行く。
②の潜在的消極タイプは、海外に行ったことはあるが外国で働きたいとは思っていない人であ
る。上で述べたように、海外経験があるからといって、彼らが全員海外志向があるとは言えない。
修学旅行で一度海外に行ったことはあるが、その後の海外渡航に至っていない人などもここにあ
たるであろう。
③の潜在的積極タイプは、海外に行ったことはないが外国で働きたいと思っている人である。
海外経験があるから海外志向があると一概には言えないのと同様に、海外経験がないからといっ
て、必ずしも彼らが海外に対して無関心なのだというわけではない。調査票中の外国で働きたい
と思うか尋ねた設問に対して、渡航経験がなく、かつ外国で働きたくないと答えた人は全体の 5
割弱と圧倒的に多い（以下の④消極タイプに該当）
。しかし、渡航経験はないが外国で働きたいと
答えた人も少数だが存在する（10.8％）
。つまり、海外に行ったことがなくても、海外志向がある
人はいる（表 10）
。表 10 は、渡航経験の有無と海外就労希望のクロス集計である。独立変数は渡
航経験の有無、
従属変数は問 12
「あなたは外国で働きたいと思いますか」
という設問の選択肢「１．
日本では働かず、最初から外国で働きたい」
「２．最初は日本で働いて、いずれ外国に渡って働き
たい」
「３．日本を中心に働き、外国赴任や外国出張をしたい」を「外国で働きたいと思う」、
「４．
外国で働きたいとはとくに思っていないが、場合によってはかまわない」
「５．外国で働きたいと
はまったく思わない」を「外国で働きたいと思わない」として値の再割り当てをおこなったもの
である。この結果は 1％水準で有意であった。また、海外に行きたいと思っているものの、これま
でに渡航経験がないという人も、この③のタイプのなかに含まれるであろう。
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表 10

渡航経験の有無×海外就労希望
海外就労希望
あ

あ

な

し

な

し

①積極タイプ

②潜在的消極タイプ

17.2

25.5

③潜在的積極タイプ

④消極タイプ

10.8

46.5

り

渡航経験

り

N＝808 数値は全体のなかでのパーセントを表す

④の消極タイプは、海外に行ったことがなく、かつ外国で働きたいと思っていない人である。
海外志向に渡航経験は一概には影響しないと述べたが、一度も海外に行ったことがない人はやは
り海外に目が向きやすいとは言えないであろう。彼らが海外にまったく目を向けていないとは限
らないものの、以上の 4 類型のなかでもっとも海外志向が低い可能性があると言える。
以上で示した①の積極タイプ、③の潜在的積極タイプの人々（以下、海外志向積極派）と、②
の潜在的消極タイプ、④の消極タイプの人々（以下、海外志向消極派）には、以下の表 11 および
表 12 に示す通り、英語に対する意識に差がある。
表 11 海外に行くことに対する態度の 4 類型×英語への親しみ
英語に親しみを感じる
そう思う

どちらともいえない

そう思わない

①積極タイプ

58.3

18.7

23.0

②潜在的消極タイプ

28.2

32.0

39.8

③潜在的積極タイプ

42.5

31.0

26.4

④消極タイプ

21.7

33.5

44.8

N＝805 数値は全体のなかでの行パーセントを表す

表 12

海外に行くことに対する態度の 4 類型×英語の必要性
英語の必要性を感じる度合い
上位

中位

下位

①積極タイプ

71.0

24.6

4.3

②潜在的消極タイプ

43.7

40.3

16.0

③潜在的積極タイプ

69.0

24.1

6.9

④消極タイプ

36.1

42.8

21.1

N＝805 数値は全体のなかでの行パーセントを表す

表 11 は、学生の海外に行くことに対する態度の 4 類型と英語への親しみのクロス集計である。
独立変数は上で分類した海外に行くことに対する学生の態度の 4 類型、従属変数は問 1「Ｉ．英語
に親しみを感じる」という設問の選択肢「１．そう思う」
「２．どちらかといえばそう思う」を「そ
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う思う」
、
「３．どちらともいえない」を「どちらともいえない」、
「４．どちらかといえばそう思わ
ない」「５．そう思わない」を「そう思わない」として値の再割り当てをおこなったものである。
表 12 は、学生の海外に行くことに対する態度の 4 類型と英語の必要性のクロス集計である。独
立変数は海外に行くことに対する学生の態度の 4 類型、従属変数の「英語の必要性」は、3 つの設
問（問 1「Ｂ．社会に出るまでに英語能力を身につけなければならないと感じる」
「Ｇ．日本国内
で生活する上でも、英語は身につける必要がある」問 9「Ｂ．日本でも学校や会社などの公的な場
面で英語がもっと使われるようになるべきだ」）を合成し、英語の必要性を感じる度合いを上位・
中位・下位の 3 段階に分けたものであり、信頼性分析をクリアした尺度である。
表 11 および表 12 より、①と③の海外志向積極派の人は、②と④の海外志向消極派の人に比べ
て英語への親しみをより強く感じており、また彼らの約 7 割が英語の必要性を強く感じていた。
どちらも 1％水準で有意な結果であった。一方、②と④の海外志向消極派の人で、英語に親しみを
感じている人は海外志向積極派の人のおよそ 1／2 の割合であり、また、英語は必要だと一定数感
じているものの、その割合は約 3～4 割と高いとは言えない結果であった。
②と④の海外志向消極派の人は、これから自分が海外に出ていくという志向があまり見られな
いため、英語を実践的に使う必要がないと考えていると推測される。①と③の海外志向積極派の
人は、英語は必要だと思っていて、英語への親しみも感じている。海外で働くには英語は必要不
可欠であるという思考は容易に想像できる。それでも、③の潜在的積極タイプの人は海外には一
度も行っていない。何が彼らの海外渡航を阻害するブレーキとなっているのか。
第 2 節で触れた先行研究を踏まえ、考えられる理由について述べる。まず、一人または友人・
知人らとの旅行のような、能動的な渡航経験が海外志向に影響を与えていることはすでに指摘し
たが、③の潜在的積極タイプの人にとっての海外渡航に対する願望が、実際に渡航に踏み切るほ
どのものではないであろうということである。海外渡航の願望や希望はあるのだけれど、踏み切
れない。海外渡航は金銭的にも時間的にもコストのかかるものであるため、海外に行きたいとい
う気持ちが強くないと、なかなか実行には移せないだろう。つまり、彼らにとって海外渡航その
ものの優先順位が低くなっている可能性がある。また、海外に行きたくても、客観的な障害によ
って渡航を断念しているという場合も考えられる。たとえば英語へのコンプレックスに対する認
識が、彼らにとって客観的な障害として捉えられているという可能性がある。表 13 を見てみると、
有意性は見られなかったが、どのタイプでもおよそ 68％の人が英語へのコンプレックスを感じて
いる。つまり、自分の英語能力に対するコンプレックスは、渡航経験の有無にかかわらずみな一
様に感じている。表 13 は、学生の海外に行くことに対する態度の 4 類型と英語能力へのコンプレ
ックスのクロス集計である。独立変数は海外に行くことに対する学生の態度の 4 類型、従属変数
は問 1「Ｃ．自分の英語能力にコンプレックスがある」という設問の選択肢「１．そう思う」
「２．
どちらかといえばそう思う」を「そう思う」、「３．どちらともいえない」を「どちらともいえな
い」
、
「４．どちらかといえばそう思わない」
「５．そう思わない」を「そう思わない」として値の
再割り当てをおこなったものである。
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表 13

海外に行くことに対する態度の 4 類型×英語能力へのコンプレックス
自分の英語能力にコンプレックスがある
そう思う

どちらともいえない

そう思わない

①積極タイプ

67.6

18.7

13.7

②潜在的消極タイプ

68.9

20.4

10.7

③潜在的積極タイプ

67.8

19.5

12.6

④消極タイプ

67.5

19.4

13.2

N＝804 数値は全体のなかでの行パーセントを表す

英語にコンプレックスを感じていようが感じていまいが、海外に行く人は行くし、行かない人
は行かない。コンプレックスという阻害要因を感じていても、海外に行く人はそれを乗り越えよ
うとするのではないか。つまり①の積極タイプの人は自分の英語能力にコンプレックスを感じて
いても、渡航を妨げるようなものとして捉えずに海外へ行くのに対し、③の潜在的積極タイプの
人は英語能力にコンプレックスがあるため、語学力が足りないからという理由で海外に行けない、
と感じてしまうのではないか。阻害要因について西村（2014）は、
「ある人にとっての阻害要因の
有無や強さは、客観的な基準によらず、主観的に知覚されるもの」だと述べている。つまり、人
によって阻害要因に対する判断の仕方はさまざまだということである。①の積極タイプの人は阻
害要因を比較的楽観的に捉え、それらを克服したり、そもそも阻害要因として知覚していないが、
③の潜在的積極タイプの人にとってはそれが渡航を挫くものとして捉えられてしまう。以上のよ
うに、海外に行く人と行かない人を分けるのは、海外渡航に対する願望の強弱の差、および阻害
要因に対する知覚の程度の差の 2 つがあると考えられる。筆者は第 2 節で海外経験のインパクト
について述べたが、海外経験が自らにとってプラスになるということをどれだけ並べあげても、
渡航に対する願望の低い人にはまるで違う世界のことのように捉えられてしまうのではないかと
考える。漠然と海外に行くことはいいこと、自分のためになる、と思っても、自分にとって海外
に行くことが身近なアクションではないため想像がしにくく、また、優先順位が低いため、行動
には到底つながらないであろう。

５． 結語
以上の考察をまとめると、本学の学生において海外留学に行っている学生に男女差は見られず、
海外渡航経験のある学生は女性の方が若干多かった。また、海外渡航経験のある学生は家庭の暮
らしの状況が普通と答えた人、ゆとりがあると答えた人、苦しいと答えた人の順で多かったが、
海外留学においては家庭の暮らしの状況にかかわらず留学に行く人は行っていた。
また、ロジスティック回帰分析の結果から、女性よりも男性であることが、文系よりも理系で
あることが海外志向に影響していることがわかった。英語の試験はセンター試験のリスニングの
み海外志向に影響を与えると考えられ、また海外留学の希望・予定・経験があること、英語を身
につけなければならないという切迫感や国内での英語の必要性を感じることも、海外志向にプラ
スの影響を与えるという結果が得られた。
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さらに、渡航経験の有無そのものは海外志向に影響を与えると一概には言えないことが明らか
となった。海外渡航経験については、その形態に応じて海外志向に影響を与えるもの、与えない
ものがあり、修学旅行や家族旅行など能動性の低いと思われる渡航経験は海外志向に効果がある
とは言えない。一方で一人または友人・知人らとの旅行のような、主体的な渡航経験は海外志向
に効果があると言えるような結果が得られた。よって、海外志向のある人は、意欲があって積極
的に海外に行っているということ、もしくは、自ら海外に赴くことで、海外志向が高められるこ
とが推測される。
また、分析から得られた結果より、海外に行くことに対する学生の態度を 4 つに分類した。筆
者は、海外に行く人・行かない人を分けるのは、海外渡航に対する願望の強弱の差と、阻害要因
に対する知覚の程度の差が関わっていると考える。海外に行くという強い願望があれば、経済的
な問題や、自らの語学力不足など、多少問題を抱えていても、それを解消して乗り越えられるで
あろう。
以上を踏まえて、本稿を締めくくるにあたり、筆者の考えについて簡単に述べておきたい。海
外志向が生まれる条件として、筆者は自分の置かれた環境も関わるのではないかと考える。当人
たちの家庭環境のみならず、友人・知人などの影響も少なからずあるのではないか。筆者は一度
だけ家族旅行で海外に行ったことがある（つまり筆者自身、②の潜在的消極タイプである）が、
最近たまたま周囲の友人たちが海外旅行に出かけたり、海外留学を希望するようになったりなど
して、あらためて海外に行くこと自体について深く考えるようになった。上で分類した②と④の
海外志向消極派の人々のなかには、筆者と同じく、そこに海外渡航をした人間がいて初めて意識
した、というように、そもそも自分の周りにそういった海外に行くような人が存在していないと、
それについて深く考えない、という人々も一定数いるのではないか。久木元（2016）は、海外経
験がない若者について、
「海外滞在経験が豊富な『モデル』が自らの周囲に相対的に少ない」とい
う、
「環境的な背景の影響」に着目している。また、西村（2014）によると、他人の行動を観察し、
彼らがうまくやっているのを見ると、自分にもできそうだと感じる「代理経験」が、行動を起こ
す情報源となると述べている。海外経験がない人は、環境的にそうした情報が少ないのかもしれ
ない。そのため、海外渡航に対するマイナスの思いこみが生まれやすいのではないだろうか。た
とえば、自分の語学力に自信がなく、渡航先でコミュニケーションがとれないかもしれないとい
う不安感は、実際に自ら海外に行ってみないと解消されないであろう。そういった海外に対する
思いこみも、海外渡航を阻害する要因の一つのように思われる。人は、自分の知らない・わから
ないことに対して、不安や恐れを感じるものである。そしてそれをできるだけ避けようとする。
その思いこみが強力な障壁となって、なかなか海外に行くという実践には至らない。
海外留学にしても海外旅行にしても、経験しないとわからない魅力があるだろう。経験から感
じ取れるもの、それは人によってさまざまである。海外に行ってみてその素晴らしさに気づく可
能性だって多分にあると思われる。海外旅行に消極的だった人が、周囲のインフルエンサーによ
る強引な誘いに渋々乗って初めて海外に行って、そこですっかり海外のとりこになってしまった、
というケースだってある。人には食わず嫌いをしている部分が少なくともあるように考える。一
度自分から行動を起こしてみるということが肝心なのであり、それを乗り越えたらそうした心理
的なハードルもぐんと下がるのではないか。かといって海外渡航は人によっては軽々しくできる
ものでもない。海外に行きたくても、阻害要因があるために行動には移せない人も、阻害要因を
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なんとか克服しようと努力をするというところまでには至らない可能性がある。それは非常にも
ったいないことかもしれない。したがって筆者は、海外に行く以前から心理的・環境的に高くな
りすぎているハードルと、海外渡航に踏み切るアクションの起こしにくさに、改善の余地はない
ものかと考える。
本稿のはじめに述べたように、今回の調査で「海外留学のはっきりした希望や予定がある」と
答えた人は全体の 7.7％（68 人）にすぎない。こういった海外留学に積極的な人がスムーズに海外
留学に踏み切ることができるなら何ら問題はないが、彼らが何かしらの困難を感じて留学を諦め
る可能性もないとは言えない。こうした「海外留学のはっきりした希望や予定がある」人々を留
学の実践へとつなげるには、個人の願望の強さももちろん重要であるが、環境的な面でのしっか
りとした支援が必要である。
国は日本のために、世界のために、そして学生のために、彼らを海外に行かせようとしている。
しかし、そうしようとしている張本人である日本社会が、まだまだ開ききれていないように思わ
れる。窮屈な日本社会の構造自体が、学生の海外志向を挫く要因の一つとなっている。それは、
留学においては就職活動の時期とのバッティングであり、海外経験を高く評価しない企業であり、
これだけ声高に「グローバル人材の育成促進」と叫ばれていてもなお残っている、海外経験をど
こか逸脱的な行為と見なす日本社会の規範性である。
本当に彼らを海外に行かせたいなら、彼らにとって障壁となるものを取り払うことが必要であ
る。学生が海外に純粋に真剣に目を向けられるようになるためには、こうした実態のずれを解消
していくことから始めていくべきだと考える。
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第４章

国内志向の大学生
―男女不平等な日本社会から女子学生が海外に脱出する可能性―

The Inward Attitudes of Japanese Students:
The Possibility for Female Students of Leaving the Gender-Gapped Society
and Going Abroad

樫村

萌

KASHIMURA Moe
This paper clarifies Japanese students’ orientation toward working abroad, based on the analysis of survey
data that we collected in October and November 2018 at Kumamoto University. In Japan, there is a serious
issue regarding gender inequality: Women are highly disadvantaged in the economy and in politics.
According to a statistical survey by the Ministry of Foreign Affairs in 2018, more Japanese women than
Japanese men remained overseas. That being so, one may assume that more female students than male
students are attracted to foreign countries. Yet, our survey showed that many students were originally not
interested in working abroad, regardless of gender, probably because of inferiority complexes about their
English capabilities. Many students expressed satisfaction with their current situations in Japan. Therefore,
they did not want to risk working in a foreign country. However, at the same time, this survey also indicates
that the rate of female students who have been overseas is greater than that of male students to a statistically
significant degree. Additionally, students who have been abroad tended to feel less resistant toward working
overseas, and females may go abroad more than males when they start working after graduation and notice
the gender gap in Japanese society.

１． はじめに
グローバル化が叫ばれる今日、就労や留学を理由に海外に長期滞在する日本人は少なくない。
総務省の海外在留邦人調査からは、日本国籍を有し海外に 3 ヶ月以上滞在する海外在留邦人（長
期滞在者と永住者から構成される）が 2017 年時点で 135 万 1970 人存在する。海外在留邦人のう
ち、滞在が一時的である長期滞在者の職業等の内訳をみていくと、男性は企業で働いているもの
が半数である。一方で、女性の方は、在留者の同居家族や留学生、無職などでばらつきがみられ
る。
また、近年では日本国内で数年のあいだ働いたのちに退職し、海外留学をおこなう女性が少な
くないと藤田（2008）は指摘している。そもそも、男性に比べて海外渡航をする日本人女性は多
いことから、海外に対する意識にはジェンダー差があると考えられる。以上をふまえて本稿では、
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日本を離れ、就労や留学またはワーキングホリデーのために海外に長期滞在する行動を「脱日行
動」と呼称し、背景となる日本社会の状況から、その動機とジェンダー差の原因を探る。そのた
めに、以下では、2018 年 10～11 月にわれわれが熊本大学で実施した「外国語ならびに海外に対す
る大学生の意識と経験等に関する調査」
（以下、本調査と記述する）で得られた有効回答 904 人の
データをもとに、とくに大学生の海外に対する意識とそのジェンダー差に焦点を当てる。それを
もって、大学卒業後の女性が脱日行動を選択する背景を示唆したい。
あらかじめ述べておけば、今日の日本社会は依然として男性中心の社会であり、とくに政治と
経済の分野において女性は不利な立場にある。世界経済フォーラムが政治・経済・健康・教育の 4
分野から毎年算出する「ジェンダー・ギャップ指数」1をみると、2018 年の日本は 0.662 ポイント
で 149 カ国中 110 位と低い順位である（1 位はアイスランドの 0.858 ポイント）
。0.657 ポイントで
144 カ国中 114 位であった前年の 2017 年よりわずかに順位は上昇しているものの、男女の不平等
が根強く残っているのは明らかである。管理職に昇進する女性や国会議員の女性が少ないのは、
そうした不平等の反映だといえる。こうしたことから、日本人女性は政治や経済の分野で不利な
立場におかれやすい日本社会ではなく、海外を選択すると考えられる。
このことを念頭に、以下、第 2 節では政府の統計データをもとに、海外在留邦人のジェンダー
ごとの特性の違いを確認する。あわせて、日本社会における女性の周縁性をみておく。続いて第
3 節で、われわれの調査データの分析を通じて、大学生における海外志向および海外経験のジェ
ンダー差の有無を明らかにする2。実際には、少なくともわれわれの調査では、男子学生・女子学
生とも英語コンプレックスが強く、かつ現在の生活満足度が高いこともあり、海外志向はおおむ
ね低調である。ただ、女子学生のほうが海外渡航経験は男子学生より有意に高い。このことから、
社会人となってジェンダーの壁に直面したさいに、女性にとって脱日行動が選択肢として浮上す
る可能性があることを示唆して、本稿を締めくくりたい。

２． 海外に関する意識とジェンダー差
１） 海外に滞在する日本人の特性にみるジェンダー差
海外に滞在する日本人についてのデータをみていく。まず、総務省海外在留邦人数調査統計に
よると、海外に 3 ヶ月以上滞在する日本人である「在留邦人」3の総数は、2017 年で「長期滞在者」
4と「永住者」5から成る海外在留邦人の総数は

135 万 1970 人であり、記録が開始された 1968 年以

降最多の数となっている。長期滞在者は 86 万 7820 人、永住者は 48 万 4150 人となっており、長

世界経済フォーラム（World Economic Forum）が発表する経済・教育・政治・保健の 4 つの分野
から算出され、0 が完全不平等、1 が完全平等を意味する。
2 本調査における男女比は男性が 53.6％（465 人）
、女性が 45.6％（396 人）となっている。なお調
査票中、性別を尋ねた設問（問 22）では、
「男性」
「女性」以外に「その他・わからない」という
選択肢を設けたが、回答者は 0.8％（7 人）と少なかったため、今回の分析では割愛する。
3 3 ヶ月以上海外に在留している日本国籍を有するものを指す。
日本人の子であっても日本国籍を
有しないものは含めない。
4 3 ヶ月以上の海外在留者のうち、海外での生活は一時的なものであり、いずれ日本に戻るつもり
の日本人を指す。
5 当該在留国等より永住権を認められ、生活の本拠を日本から海外に移した人びとを示す。
1
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期滞在者が海外在留邦人の 6 割を占めている。在留邦人における男女の割合をみると、男性 47.8％
（64 万 6787 人）
、女性 52.1％（70 万 5183 人）で女性が占める割合がやや多い。永住者において
は、男性が 18 万 5636 人、女性が 29 万 8514 人であり、女性永住者の数が男性永住者のおよそ 1.5
倍であることがわかる。一方で、長期滞在者においては、男性 46 万 1151 人、女性 40 万 6669 人
と男性が女性を上回っている。
では、海外に在留する日本人の属性には、どのような傾向がみられるのだろうか。先にも言及
したが、長期滞在者における男女別の職業等の内訳を詳しくみておきたい。図 1 は、長期滞在者
の男女別の職業等内訳のうちで、多く占める 4 つの職業の人数を表している。職業等の長期滞在
者の属性は、
「民間企業関係者」6「報道関係者」7「自由業関係者」8「留学生・研究者・教師」9「政
府関係者」10「その他」11に区分されるとともに、「本人」12及び「同居家族」13の 2 つに区分され
る。
男性は、
「
『民間企業関係者』本人」が 23 万 7268 人ともっとも多く、これは長期滞在者男性の
51％とおよそ半数を占める。残りの男性の属性をみると、「
『留学生・研究者・教師』本人」が約
13％（5 万 9809 人）
、
「『民間企業関係者』同居家族」が約 13％（5 万 9497 人）、
「『その他（無職な
ど）
』本人」が約 6.1％（2 万 8277 人）となっている。これに対し、長期滞在者女性は、
「
『民間企
業関係者』同居家族」が 13 万 1115 人で 32％ともっとも多く占め、他の属性は「
『留学生・研究
者・教師』本人」が約 23％（9 万 1981 人）、
「
『その他（無職など）』本人」が約 15％（6 万 1534
「商社、銀行、証券、保険、製造業、運輸（船舶、航空）、土木、建設、広告、宣伝、水産、鉱
業、林業、旅行斡旋、倉庫、不動産、その他の営利企業及びその関連団体の職員」
「経済団体（NGO、
NPO 等を含む）の職員」
「外国企業（日本における支社や現地邦人の有無を問わない）の職員」を
指す。なお、すべて現地採用職員を含む。
7 「新聞、雑誌、放送、通信社など報道機関の特派員」および「新聞、雑誌、放送、通信社など報
道機関の現地採用職員」を指す。
8 「僧侶、宣教師、文芸家、著述家（報道関係者に含まれるものは除く）
、弁護士、会計士、碁、
将棋、茶道、華道、日本舞踊、琴、尺八、三味線、柔道、空手、合気道師範等芸術家、芸能家（音
楽家、美術家、写真家を含む）
、建築家、医師、獣医師（開業又は病院等に雇用されているもの）、
服装、デザイン関係者、理容師、美容師、看護師、鍼灸師、コック、ひな鑑別師、大工、庭師、漁
師、ファッションモデル、その他の特殊技能者、自営業、その他の自由業」を指す。
9 「公費及び私費の留学生」
「大学、研究所その他の教育、研究機関において教育又は研究に従事
しているもの」
「日本語などの教師」を指す。ただし、「日本人学校等の在外教育施設に政府より
派遣されているもの」は「政府関係機関職員」に分類される。
10 「在外公館の職員」
「日本銀行及び独立行政法人等の職員」「日本商工会議所を始めとする公共
性の高い組織の職員（公用旅券所持者・一般旅券所持者の別を問わない）
」
「地方自治体等の海外
事務所の職員（公用旅券所持者・一般旅券所持者の別を問わない）」
「技術協力のための政府派遣
専門家、技術者及び協力隊員」「国連、その他の国際機関の職員」「その他公用旅券所持者で派遣
及び滞在の経費の全部又は一部が公費であり、かつ派遣機関の用務に従事するもの（在留資格が
主として留学あるいは研究の場合は「留学生・研究者・教師」に分類される）」を示す。ただし、
派遣職員、家事補助員及び現地採用職員を含む。
11 「ホテルボーイ、ハウスメイド、給仕、掃除婦、その他単純労働者」
「外国政府職員（技術協力
のため日本政府より外国政府に派遣されているものは「政府関係機関職員」に分類される）
「ワー
キングホリデー制度による滞在者」「無職、フリーター」「その他上記いずれの分類にも属さない
ものまたは分類不可能もしくは不明のもの」を示す。
12 「在留届の筆頭者」を指し、住民票でいう「世帯主」に相当する。
13 「在留届の『同居家族』欄に記載されているもの」を指す。ただし、
「同居家族」であっても企
業などで働く邦人を含まれるが場合がある。
6
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（出典）外務省（2018）「海外在留邦人数調査統計」より筆者作成。

図 1 在留邦人における男女別職業等内訳

人）
、
「
『民間企業関係者』本人」が約 8.8％（3 万 5820 人）の順となっている。着目すべきは、長
期滞在者の男性のうち半数は企業の職員に集中していることがわかるが、女性の職業等内訳には
ばらつきがみられる点である。男性は外国の企業での就労を理由に海外滞在をしているものが多
いと考えられる一方で、女性は「
『民間企業関係者』同居家族」「『留学生・研究者・教師』本人」
の属性において、男性よりやや多いことから就労を理由にしないと考えられる。海外に滞在する
女性が多くとも、海外で働いている女性の割合は 10％に満たない。
次に、日本学生支援機構による『平成 29（2017）年度協定等に基づく日本人学生留学状況調査
結果』のデータから日本人留学生数を男女別にみる。男性 4 万 2954 人に対し女性 6 万 2347 人と、
男子留学生のおよそ 1.5 倍の数の女子留学生が存在することがわかる。
次項では、海外長期滞在者の男女における属性の違いを考察するべく、日本における男女の違
いを述べる。
２） 日本社会における女性の現状
加藤（2016）は、日本人女性や低学歴の男性など非特権的な人びとは、
「日本では人生に展望を
もてない」と感じやすく、海外に人生の活路や逆転劇を求めやすいと指摘している。また、藤田
（2008）によれば、将来の可能性が乏しいと感じる若者が出国の動機を形成しやすく、経済機会
の欠如や政治的抑圧が国際移動の要因となりえる。現に、藤田（2008）が調査したインフォーマ
ントの多くは、やりがいのある正規雇用の仕事に就けないことや、親の干渉を受ける同居などに
不満を持ち、閉鎖的な日本から逃れて充実した生活をしたいことから海外渡航に至っている14。よ
って、現状に不満を覚えているものは新たな場所に可能性を見出すことが、脱日行動を促す一因
であるといえる。

藤田（2008）は 2003 年から 2008 年にかけての約 5 年間で、東京からロンドンあるいはニュー
ヨーク間を移動する 22 人の若者の過程を追跡し、インタビューと参与観察をおこなっている。
14
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不満の要因となる、日本における男女不平等の現状について述べる。2017 年 12 月 1 日時点で、
日本の衆議院議員 465 人のうち女性議員はおよそ１割の 47 人のみであった。ジェンダー・ギャッ
プ指数の政治分野における日本の順位は 149 カ国中 125 位であり、111 位である総合のジェンダ
ー・ギャップ指数より順位が下がる。日本は政治分野において、男性中心の構造となっており、
女性は周縁化している。
続いて、日本人女性の経済状況を確認する。ジェンダー・ギャップ指数の経済分野においては、
149 カ国中 117 位であり、政治分野と同じく順位が低い。国税庁の「平成 29（2017）年分民間給
与実態統計調査」によれば、1 年を通じて勤務した給与所得者の 1 人当たりの平均給与は 432 万
円である。男女別にみると、男性が 532 万円、女性が 287 万円と女性の平均給与額は男性の平均
給与に対して 1.5 培近くの差がある。また、正規雇用者の平均給与は 494 万円であり、男性が 548
万円、女性が 377 万円となっている。非正規雇用者の平均給与は 175 万円であり、男性が 229 万
円、女性が 151 万円となっている。正規雇用者・非正規雇用者のどちらも給与所得額において、
男女で大きく差がみられる。みずほ総合研究所（2017）によれば、女性は出産前後に離職しやす
いことから勤続年数が短く、また女性管理職の少ないことから昇給がみこめず、男女間の賃金格
差の要因となっている。
さらに、男女の雇用格差をみていく。前述の統計調査によれば、男女で異なる業務配分や配属
がおこなわれる結果、女性の技能や経験の蓄積が遅れやすい構造、管理職の長時間労働により女
性が管理職を希望しにくい問題等により女性のキャリア形成は妨げられている事実が示されてい
る。

３． 分析からみえる学生の海外意識
１） 学生の海外移動に対する意識と性差
これまで、日本人女性の脱日行動とその一因についてみてきた。では、女子学生は男子学生よ
りも脱日行動に関心のある傾向がみられるのだろうか。上で示した現状をふまえ、本項において
は、本調査で得られた回答から学生の海外に対する意識及びそのジェンダー差について明らかに
する。
続いて、学生の海外渡航経験について述べていく。分析にあたって、調査票中の問 22「
（10）こ
れまでの海外渡航や滞在の回数と、訪問した国の数をお書きください」という設問で、
「0 回」と
回答したものを「渡航経験なし」
、1 回以上の回数を回答したものを「渡航経験あり」として値の
再割り当てをおこなった。すると、
「渡航経験なし」が 57.1％（468 人）
、
「渡航経験あり」が 42.9％
（352 人）であり、回答した学生のおよそ半数余りが海外渡航を経験していないことがわかった。
表 1 は、性別と海外渡航経験を比較したクロス集計の結果を示している。独立変数は性別、従属
変数は先述した「渡航経験あり」
「渡航経験なし」である。
1％水準において有意な差がみられ、海外渡航経験のある女性が男性よりおよそ 10 パーセント
とやや多いことがわかる。つまり、男子学生より女子学生のほうが海外渡航を経験している傾向
にあるといえる。
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表 1 性別×海外渡航経験の有無のクロス集計表
渡航経験
あり

なし

男性

38.3

61.7

女性

48.8

51.2

N＝800 p＜0.01 数値は全体のなかでの行パーセントを表す

次に、学生の海外留学に関する意識をみていく。問 13「熊本大学在学中に、半年以上の海外留
学（ワーキングホリデーを除く）の希望や予定、あるいは経験などがありますか」という学生の
留学に関する意志を問う設問に対し、
「１．すでに海外留学をしたことがある」または「２．海外
留学のはっきりした希望や予定がある」と回答したものを「留学希望あり」、「３．海外留学の希
望や予定はとくにない」と回答したものを「留学希望なし」とした。
「海外留学希望あり」と回答
したのは 9.1％（80 人）と全体の 1 割にも満たず、91％（805 人）と 9 割の学生が「海外留学希望
なし」と回答した。このことから、ほとんどの学生が大学在学中で海外に留学する経験や予定が
ないことがわかる。性別と海外留学希望の有無をクロス集計で比較したところ、有意な差はみら
れなかった。よって、在学中の留学への意識に男女で差があるわけではなく、回答者全体の傾向
として、海外留学を希望していないといえる。横田（2013）によれば、学生は留学にかかる費用
が高いことや就職活動の長期化から就職にデメリットをもたらすことから、在学中の海外留学を
希望しない学生が多いのは妥当だとしている。
続いて、海外で働くことへの学生の意識をみてみよう。問 12「あなたは外国で働きたいと思い
ますか」という外国で働く意志を問う設問に対し、
「１．日本では働かず、最初から外国で働きた
い」
「２．最初は日本で働いて、いずれ外国に渡って働きたい」
「３．日本を中心に働き、外国赴任
や外国出張をしたい」と回答したものを「海外就労希望あり」とし、また、
「４．外国で働きたい
とはとくに思っていないが、場合によってはかまわない」
「５．外国で働きたいとはまったく思わ
ない」と回答したものを「海外就労希望なし」とした。全体でみると、
「海外就労希望なし」と回
答した学生が 71.4％（631 人）と 7 割を超え、回答した学生の大半が積極的に外国で働こうとは考
えていないことがわかる。さらに、有意な男女差はみられず、外国で働くことに関する意識につ
いて男女によって差がないと考えられる。
以上、海外渡航経験と海外留学および海外就労に関する意識から、大半の学生は性別に関わら
ず海外移動に積極的であるとはいえないことがわかった。次項では、このような結果の一因を探
る。
２） 海外志向を持ちにくい要因
海外移動に興味がない理由として、英語能力コンプレックスと現在の生活満足度に着目する。
先述したように、現状への不満が海外移動の一因となることから、現状に満足していれば海外に
目が向かないのも自然なことであると考えられる。また、英語能力のコンプレックスは海外移動
を阻む一因たりえる。
まず、学生の英語能力コンプレックスの意識をみていくにあたり、問 1「Ｃ．自分の英語能力に
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コンプレックスがある」という項目に対する回答の「そう思う」
「どちらかといえばそう思う」を
「英語能力コンプレックスあり」とし、また、
「そう思わない」
「どちらかといえばそう思わない」
を「英語能力コンプレックスなし」とまとめた。すると、
「英語能力コンプレックスあり」が 67.1％
（602 人）
、
「どちらともいえない」が 20.5％（184 人）となり、過半数の学生が英語に苦手意識を
持っていることがわかった。表 2 は、性別と英語能力コンプレックスの有無をクロス集計で比較
したものである。独立変数は性別、従属変数は先述した「英語能力コンプレックスあり」
「どちら
ともいえない」
「英語能力コンプレックスなし」を用いた。
表 2 性別×英語能力コンプレックスのクロス集計表
英語能力コンプレックス
あり

どちらともいえない

なし

男性

62.1

23.9

14.0

女性

73.5

15.8

10.7

N＝856 p＜0.01 数値は全体のなかでの行パーセントを表す

男女による差が 1％水準で有意な結果が得られた。女子学生は英語能力コンプレックスを感じ
ている割合が男子学生に比べおよそ 10 パーセント多い。
次に、学生の生活の満足度をみていく。問 18「あなたは、現在の生活に満足していますか」に
対し、
「１．満足している」
「２．どちらかといえば満足している」と回答したものを「満足」、
「３．
どちらかといえば満足していない」
「４．満足していない」と回答したものを「不満足」とまとめ
た。学生全体の傾向としては、
「満足」が 83.7％（749 人）と大多数の学生が現在の生活に満足し
ていることがうかがえる。そして、生活満足の性差をみる。表 3 は性別と生活満足度をクロス集
計で比較したものであり、独立変数は性別、従属変数は先述した「満足」
「不満足」とした。
表 3 性別×生活満足度のクロス集計表
生活満足度
満足

不満足

男性

81.7

18.3

女性

87.1

12.9

N＝860 p＜0.05 数値は全体のなかでの行パーセントを表す

5％水準において有意な結果が得られ、女性のほうが生活に満足している割合が多いことがわか
る。先述したように日本はいまだ男性中心社会であり、女性は不利な現状であるに関わらず、女
子学生はなぜ現在の生活に満足している割合が多いのか。ジェンダー・ギャップ指数は教育・健
康・政治・経済の 4 分野から算出されるが、先述したように日本がとくに男女不平等とされるの
は、政治と経済の分野である。これに対して教育分野は 149 カ国中 65 位、健康分野は 41 位と、
政治と経済の項目ほどに男女不平等が目立つわけではない。そして、調査対象である大学生は、
日常において男女不平等を意識しづらい可能性がある。
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３） 女子学生が海外移動する可能性
藤田（2008）によれば、近年、日本人女性が日本国内で数年働いたあとに退職し、海外に留学
するケースが増えているという。本調査から、海外留学や海外就労の意志に乏しいとわかる多く
の学生が、前述のケースのように日本社会で働いたのちに海外に出ていく可能性はあるのだろう
か。
表 4 は海外渡航経験の有無と海外の就労希望のクロス集計である。独立変数は「渡航経験の有
無」
、従属変数は「海外就労希望」を用いた。表 5 は海外渡航経験の有無と海外留学希望のクロス
集計である。独立変数は「渡航経験の有無」
、従属変数は「海外留学希望」を用いた。
表 4 海外渡航経験×海外就労希望のクロス集計表
海外就労希望
あり

なし

渡航経験あり

40.3

59.7

渡航経験なし

18.8

81.2

N＝800 p＜0.01 数値は全体のなかでの行パーセントを表す

表 5 海外渡航経験×留学希望のクロス集計表
留学希望
あり

なし

渡航経験あり

15.1

84.9

渡航経験なし

4.9

95.1

N＝809 p＜0.01 数値は全体のなかでの行パーセントを表す

どちらも 1％水準で有意な結果が得られた。海外就労の意志を確認できる学生の割合は、海外経
験の有無によって、およそ 2 倍の差があることがわかる。海外留学希望の有無では、海外経験が
あることで海外留学を希望している割合が 10％多くなる。
よって、海外渡航経験の割合がやや多い女子生徒のほうが男子生徒より海外への移動がしやす
いのではないだろうか。さらに、先にみたとおり、日本で抑圧の対象となりえる女性は海外渡航
の動機を形成しやすい。海外渡航の経験があることで、脱日行動への心理的ハードルが下がるこ
とは推察しうると考えられる。

４． おわりに
本稿においては、日本社会の男女の不平等さと海外に在留する日本人の職業等のジェンダー差、
本調査から確認される学生の海外意識とその性差をみてきた。
第 2 節では、海外に滞在する日本人の特性とジェンダー差を確認した。男性の大半は企業就労
により海外在留している。一方で、女性は在留している人の同居する家族・留学生・無職など属
性にばらつきがみられ、ジェンダー差が確認された。第 3 節第 1 項において、性別に関わらず海
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外志向を持つ学生は多くないこと、またその意識にジェンダーによる有意な差が確認できなかっ
たことを述べた。同節第 2 項では、学生の海外志向を持ちにくい背景が英語能力コンプレックス
や生活満足度の高さが影響している可能性についてふれた。同節第 3 項においては、海外渡航を
経験している割合が女子のほうが相対的に多いことや男女ともに海外渡航の経験が海外移動の心
理的ハードルを下げること、日本社会において女性が不利な立場におかれやすいことから、女子
学生が大学卒業後に海外へ飛びたつ可能性を示唆している。
安倍政権は 2012 年 12 月に発足して以来、成長戦略の柱の 1 つに「女性の活躍」を掲げており、
2016 年 4 月には、女性活躍推進法を施行した。同法は、国・地方公共団体、301 人以上の大企業
に対し、「自社の女性の活躍に関する状況把握・課題分析」「その課題を解決するための数値目標
と取り組みを盛り込んだ行動計画の策定・届出・周知・公表」を義務付けている（300 人以下の中
小企業は努力義務）
。男女格差を是正しようという取り組みがおこなわれているが、いまだ充分な
成果が出ているとはいいがたい。日本国内の不平等さが是正されないかぎり、本稿で指摘した女
性が脱日行動を選択する可能性は温存され続けるだろう。
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第５章

小学校における英語教育改革への大学生の意見
―新学習指導要領完全実施を前に―

University Students’ Opinions on English Education Reform
in Elementary Schools:
Regarding the Next Official Curriculum Guidelines for Elementary Schools

川畑

宗太

KAWABATA Sōta
In 2020, two major changes in the next official curriculum guidelines for English education are scheduled
to be fully implemented. “Foreign Language Activities” will be employed in the third and fourth grades of
elementary school, although they have been in effect in the fifth and sixth grades already. Additionally,
“Foreign Languages” will be officially introduced as a required subject beginning in the fifth grade. This
paper provides an overview of the forthcoming official curriculum guidelines for elementary schools and an
examination of university students’ opinions on this reform measure. Respondents to our 2018 survey
conducted at Kumamoto University were classified as approvers or opponents of reforms to be implemented
in 2020. Through an analysis of their free responses, I discovered three issues. First, although about 80% of
the respondents agreed to English education reform, some simultaneously expressed concerns. Second,
regardless of their approval or disapproval of reform, students generally think that the decline in students’
abilities in the Japanese language is possibly the greatest problem. Finally, some students had no detailed
knowledge of how English will be taught in elementary schools under the new guidelines.

１． はじめに
グローバリゼーションが盛んに言われ、海外旅行に気軽に行きやすくなり、仕事をはじめとし
てさまざまな場で英語の必要性や利便性が主張される現代社会においても、英語に苦手意識をも
つ学生は多い。筆者自身も、義務教育である小・中学校、高等学校、そして、現在の大学とすべて
の教育機関で程度の差はあれ英語教育を受けてきたが、現在も英語は近寄りがたい存在になって
しまっている。
このように、英語に苦手意識を持つ学生がいる一方で、英語教育は長きに渡って、多くの論者・
研究者の間で熱い議論や研究がおこなわれてきた。書店の教育ジャンルの棚をのぞけば、どんな
人でも英語教育に関する新書・専門書・ハンドブック等々はすぐさま見つけることができる。ま
た、小規模な書店では見当たらない英語教育に関する雑誌も複数出版されている。さらには、英
語に関する学会の数も大手から少し変わったものまで数多く存在する。小・中・高校の先生方や
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大学の研究者のなかには英語教育に関するシンポジウムやフォーラムに出張で参加されている方
もいるのかもしれない。鳥飼（2014）は『英語教育論争を考える』第 5 章冒頭で現代における日
本の英語教育について、次のように述べている。
英語教育について特集を組もうと考えたジャーナリストがいたが、さまざまな本を読み、多
くの専門家や関係者に会って熱心に取材するうちに迷路に入り込んだようになったらしく、
英語教育の問題を門外漢が理解するのは非常に難しい、と断念してしまった。
〔中略〕確かに、
現在の日本における英語教育は、小学校から中学、高校、大学、入試、教員養成問題が山積
しており、どれから手をつけてよいかわからないほどである。その上、本書を通して解説し
たように、一昔前とは英語教育の中身が激変しており、したがって問題の所在も 20 年前と今
では全く異なる。自分の受けた英語教育だけを基準に判断すると大きな誤りを犯すことにな
る。おまけに、専門家に意見を聞いても誰に聞くかで主張は異なり、描かれる光景がまるき
り違うこともある。さらに言えば、現場の教員は、悩みが多すぎるのか多忙すぎるのか、我
慢強いのかあきらめの境地なのか、そのすべてなのか、相次ぐ改革の嵐にずっと耐えながら
黙して語らない。少なくとも、公に発言する英語教員は少数であり、つまりは現場の声が一
般社会に十分届かない。
（鳥飼 2014: 153-4）
なんとも世知辛い記述ではあるが、英語教育研究の扱う範囲の広さ、教育問題としての底の深
さも同時にうかがい知れるのではないだろうか。
この英語教育業界に次に来る大きな改革となるのが 2017 年に告示され、小学校では 2020 年に
全面実施となる予定の次期学習指導要領（以下、新指導要領）である。外国語教育における旧学
習指導要領（以下、旧指導要領）と新指導要領との違いについては、後ほど詳しく述べるが、そ
の中でもとくに大きな変化として小学校外国語教育の「早期化」と小学校高学年からの英語の「教
科化」がある。この改革が実施されれば、2008 年に決定され現在おこなわれている小学 5・6 年生
を対象とした「外国語活動」の実施を大きく上回る大改革となり、全国の小学生ならびにその保
護者、そして教育関係者に大きな影響を与えることは想像に難くない。そして、すでにこの改革
は有識者による議論の末に決定されたものであり、議論段階を終え実施へと動いている。
本稿では、この新指導要領が実施されることを前提とした上で、旧版の学習指導要領で学んで
いる熊本大学の学生に調査した改革への意見を分析し、大学生の目線を用いてこの改革を再検討
することをねらいとする。

２． 学習指導要領について
新指導要領は 2016 年 12 月 21 日に中央教育審議会（以下、中教審）より答申された「幼稚園、
小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について」
等を受け、学校教育法施行規則の一部改正ならびに幼稚園教育要領、小学校学習指導要領、中学
校学習指導要領が改正されたものである。
現在の学習指導要領は文部科学大臣の諮問ののち、中教審教育課程部会での議論を踏まえ、審
議のまとめを公表し、意見公募手続（パブリックコメント）をおこない、中教審の答申を踏まえ
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て、その後に学習指導要領改定案を公表し、もう一度パブリックコメントを集め、新学習指導要
領（文部科学大臣告示）公示という手続きが踏まれたものとなっている。
旧指導要領から新指導要領へ移行するにあたり、小学校の外国語教育に変化があった点で大き
なものは次の 2 つが挙げられる。
まず、1 つ目はこれまで小学 5 年生から開始されていた「外国語教育」が小学 3・4 年生で実施さ
れるようになり、小学 5 年生からは、成績評価され教科としての意味をもつ「外国語」が新しく
おこなわれるようになることだ。これに伴い、2020 年以降は 3・4 年生は週 1 コマ（年間 35 コマ）、
5・6 年生は週 2 コマ（年間 70 コマ）分の外国語教育を受けることとなる。
2 つ目の変化はこれまで旧指導要領で使われていた、
「聞くこと」
「読むこと」
「話すこと」
「書く
こと」の英語 4 技能が、英語 4 技能 5 領域となり、「聞くこと」「読むこと」
「話すこと［やり取
り］
」
「話すこと［発表］
」
「書くこと」の 5 つの領域に目標が設定されるようになったことだ。

３． 調査方法
2018 年 10～11 月に国立大学法人熊本大学の学部生を対象に、
「外国語ならびに海外に対する大
学生の意識と経験等に関する調査」という調査票調査を実施した。約 1 カ月の調査期間で、904 人
分の回答を収集した。今回の分析はこの調査によって得られたデータを用いる。

４． 小学校の英語教育改革への大学生の意見
１） 小学校の英語教育改革についての賛否集計結果
第 2 節の「学習指導要領について」でも述べたように、新指導要領の実施により小学校では 2020
年から小学校での英語教育の早期化が実施され、小学校 3 年生から「外国語活動」が開始される。
また、小学校 5 年生からは英語の「教科化」が開始されることとなる。調査票の問 19「Ａ．
（１）
この施策に賛成ですか。次の中からあなたの考えに近いものを１つ選んで◯をつけてください」
という質問に対する回答は、
「１．賛成」が 41.8％、
「２．どちらかといえば賛成」が 37.6％、
「３．
どちらかといえば反対」が 15.5％、
「４．反対」が 4.9％という結果だった（図 1）
。賛成派と反対
派の割合を見ると、賛成派選択肢 1 と 2 を合計した値は 78.3％、反対派選択肢 3 と 4 を合計した
値は 20.4％となることから賛成の割合はおよそ 8 割、反対の割合は 2 割となったことが分かる。
なぜ、ここまで賛成に大きく偏ったのか。そして、どのような理由をもって回答者は賛成・反対
をえらんだのだろうか。次項では回答者層の問 19．A 以外の質問の回答から、問 19．A（英語教
育改革への賛否について）について検討していく。
２） 改革への賛否以外の調査項目からの回答者層の検討
改革に賛成または反対の回答者がどのような立場の学生なのかを検討するために、今回はクロ
ス集計の手法を用いた。その際、問 19．A（1）の回答者を「賛成」および「どちらかといえば賛
成」の回答者を賛成派、
「どちらかといえば反対」および「反対」の回答者を反対派として 2 つに
分け、
「賛成」と「反対」の 2 件法でのクロス集計をおこなった。また、独立変数となる質問項目
については、いずれの質問も「１．そう思う」「２．どちらかといえばそう思う」は「そう思う」
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に、
「４．どちらかといえばそう思わない」
「５．そう思わない」は「そう思わない」に割り当て、
「そう思う」
「どちらともいえない」
「そう思わない」の 3 件法にしている。

41.8

37.6

15.7

4.9
（％）

１．賛成

２．どちらかといえば賛成

３．どちらかといえば反対

４．反対

図 1 小学校の英語教育改革に対する賛否の割合（N＝891）
調査票の問 1「Ｂ．社会に出るまでに英語能力を身につけなければならない」
（表 1）のクロス
集計では、
「そう思う」の選択肢に賛成派が 67.3％と 7 割近くが集中していたのに対して、反対派
は 15.2％と少数派となった（1％水準で有意）
。この結果から、
「社会に出るまでに英語能力を身に
つけなければならない」という意識は改革に賛成する上で 1 つの要因となっている可能性がある。
また、賛成と反対を含めた「そう思う」と答えた人の割合は、82.5％とその他の選択肢と比べて最
も多いものになった。このことから、英語能力を身につけなければならないという意識は改革へ
賛成する人であっても反対する人であっても持ちやすいものであるといえる。
表 1 改革への賛否と英語能力習得意識のクロス表
社会に出るまでに英語能力を身に着けなければならない
そう思う

どちらともいえない

そう思わない

賛成

67.3

6.5

5.4

反対

15.2

1.6

3.9

改革への賛否

N＝888 p＜0.01 数値は全体の中でのパーセントを表す。

問 9「Ｂ．日本でも学校や会社などの公的な場面で英語がもっと使われるようになるべきだ」
（表 2）のクロス集計では「そう思う」の選択肢に対して、
「賛成」に 36.2％と 4 割近くが集中し
ているのに対して、
「反対」は 4.8％と少数派であった（1％水準で有意）
。
この質問についても「そう思う」と答えた回答者 361 人の内、319 人もの方が賛成派であったこ
とから、日本でも学校や会社などの公的な場面で英語がもっと使われるようになるべきだという
意識が改革に対して賛成の立場を取らせる要因の 1 つになっている可能性が考えられる。また、
反対派の分布を見ると、3 つの選択肢では「そう思わない」に 9.4％ともっとも多くの回答者が集
中していることもわかった。
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表 2 改革への賛否と英語公用化意識のクロス表
日本でも学校や会社などの公的な場面で英語がもっと使わ
れるようになるべきだ
そう思う

どちらともいえない

そう思わない

賛成

36.2

29.5

13.5

反対

4.8

6.7

9.4

改革への賛否

N＝882 p＜0.01 数値は全体の中でのパーセントを表す。

問 9「Ｃ．学校では英語より国語の教育を重視するべきだ」（表 3）ではクロス集計では「そう
思う」の選択肢に対して、
「賛成」25.0％、
「反対」13.1％となった（1％水準で有意）。この質問項
目が上記の質問項目に比べて、賛成の割合が低い理由として考えられるのは、改革に賛成という
立場であっても、国語教育を軽視するべきではないと思う人が多いからという原因が考えられる。
後述の分析でも触れるが、そのことを裏付けるように賛成派であっても国語力の低下を不安視す
る自由記述は一定数あった。
表 3 改革への賛否と国語教育重視意識のクロス表
学校では英語より国語の教育を重視するべきだ
そう思う

どちらともいえない

そう思わない

賛成

25.0

38.0

16.2

反対

13.1

5.7

2.0

改革への賛否

N＝881 p＜0.01 数値は全体の中でのパーセントを表す。

問 1「Ｆ．熊本大学入学前と比べて、自分の英語能力は向上している」
（表 4）では、この項目
に「そう思わない」と回答した学生 565 人のうち、434 人もの人が賛成派であった。また、反省派
も 131 人と 3 つの選択肢の中ではもっとも多くの人が分布していた。
この質問は、自分の能力を主観によって評価する質問であるため、英語能力が向上していると
客観的に評価される人であっても「そう思わない」と回答している可能性が考えられる。
しかし、全体の割合で見てみると、大学入学前と比べて、
「自分の英語能力は向上しているとは
思わない」という意見を持つ改革賛成派が全体の半分近くとなっている。この結果に対しては、
自分の大学までを踏まえた英語能力を自分で振り返った上で、次世代の子どもたちには、自分た
ちが受けた教育よりも良い英語教育を受けてほしいという解釈が考えられる。

102

表 4 改革への賛否と大学入学後の英語能力向上感のクロス表
熊本大学入学前と比べて、自分の英語能力は向上している
そう思う

どちらともいえない

そう思わない

賛成

10.2

20.1

49.0

反対

1.9

4.0

14.8

改革への賛否

N＝885 p＜0.05 数値は全体の中でのパーセントを表す。

３） 英語教育改革に賛成派の自由記述分析
今回の自由記述分析では、テキストマイニング等の手法は使わずにそれぞれの回答を直接総あ
たりして筆者が分析する方法を採用している。自由記述という性質上、回答者のワーディングの
微妙な違いから生まれる意図を完全に汲み取れていない場合やその意図に反している場合もある
点に留意されたい。
自由記述分析にあたって、回答者の自由記述を引用する際には、鍵括弧の中は回答者の記述を
そのまま引用したものであり、直後のカッコ内でその対象者番号を示している。自由記述の分析
に使うデータは、問 19「Ａ．
（１）この施策に賛成ですか。次の中からあなたの考えに近いものを
１つ選んで○をつけてください」に対応する質問項目である問 19「Ａ．
（２）あなたがそのように
考える理由をお書きください」である。この質問への有効回答総数は 891 人であった。
今回「賛成派」として扱うのは問 19．A（1）で「１．賛成」と答えた回答者、ならびに「２．
どちらかといえば賛成」と答えた回答者のうち、
（2）の自由記述を回答した 634 人である。
まず、賛成派の自由記述を見ると、大きく分けて次の 3 つのような特徴に分かれていた。1 つ目
は、
「英語は大事だから」
（303）というように、英語そのものの重要性・必要性について記述して
いる回答である。ワーディングの差異はあっても、多数の回答があることがわかった。2 つ目は
「早くから英語に触れておくことは良いことだと思うから」
（111）
「早いうちから英語を学ぶこと
は良いことだと考えたため」（124）というように早くから英語を学ぶこと・慣れること自体を良
いと評価したものである。3 つ目はなぜ英語教育の改革をおこなうと良いと思うのかという理由
を述べたものや英語教育改革のメリットを述べたものである。この項ではこの 3 つ目を検討する。
以下で、英語教育改革のメリットについて述べたものについて検討する。
・英語の習得には時間が必要だから（回数が大切だから）という意見
「回数が大切」
（35）
、
「英語の上達には時間が必要だから」
（735）のように「英語の学習には時
間が必要だから」という意見があった。英語の習得には時間や回数の増加が必要という立場であ
れば、新指導要領が進める改革に賛成なのも納得できる。
・英語は難しいから（自分が苦手であったから）という意見
「英語は難しいから」
（44）や「中学校からの英語でも苦手だったから、はやくした方がよいと
思った」
（48）といった自分の実感や経験をとともに理由を書いている意見もあった。例として引
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用した回答者番号 48 の記述のように、自分の経験をふまえて英語の難しさについて触れている文
章もあった。自分の経験をもとに、英語の早期化を支持している形なので改革に賛成派になるこ
とは自然な流れといえる。
・自分の早期の学習経験から賛成という意見
「自分自身が小学校のうちから英会話教室に通っており、早く学習を始めていてよかったと思
うから」
（141）
、
「通っていた小学校では小 1 から英語の授業がすでにおこなわれていて、英語の
授業が楽しくて英語が好きになったから」（568）といった意見もあった。この意見は先に述べた
意見と自分の体験をもとにしているという共通点はあるが、逆に、自分の成功体験をもとにした
回答となっている。
・小学校 5 年生は英語を学ぶ能力がある（最低限の母国語教育が終わっている）という意見
「小学校 5 年生からであれば最低限母国語教育が終わっているから」
（80）、
「小学 5 年生はすで
に英語を学ぶ能力があると思うから」（100）という意見もあった。後述する反対派の自由記述で
は、改革によって小学生の国語力が低下することを不安視する意見があったため、これはその反
対に当たる意見だといえる。
・早期に英語に触れることで子どもたちの海外への視野が広がるという意見
「幼い頃から英語に親しむことで、英語能力が上昇するとともに、外国に対する視野も広がる
から」（119）という意見もあった。英語の早期教育の効果について、外国への親しみには統計的
に有意な効果をもたらさないとする先行研究も存在する（豊永・須藤 2017）。しかし一方で、親
しみでなく視野についてならばどうだろうか。日本だけではなく海外に視野の及ぶ範囲を広げる
という段階の話であれば、英語早期教育が効果をもたらす可能性はある。
ここまで一覧してきた意見を見てみると、英語は難しいからという意見や自分の早期の学習経
験がプラスに作用したので賛成であるといった意見のように、小・中・高と学校で授業を受けて
きた回答者自身の学習経験を踏まえた意見があることが分かる。必ずしも回答者自身の経験が今
後の改革後の英語教育を受ける子どもたち全員に当てはまるかといえばそうではないだろう。し
かし、回答者それぞれが授業を受け、積み重ねてきた英語学習を思い返して書かれた意見は無視
できない説得力があるのではないだろうか。人によってそれが成功体験なのか、もしくは失敗談
なのかは異なるが、その結果となった要因について調べ、好例については今後の改革に取りいれ
ていき、悪例については、反省の上で改善案を考えることは新指導要領の完全実施後も有力な方
策となるのではないだろうか。
４） 懸念を含んでいる賛成派の意見
賛成派の意見を分析する過程で興味深かったのは問 19．A（1）で賛成派の立場をとっていたと
しても、自由記述欄で文章の一部、もしくは全文を使って英語教育の改革に対して不安視するよ
うな懸念要素を含ませた意見を挙げていたことだ。このような懸念を含む意見を上げていた回答
者は、全員が改革に対して「２．どちらかといえば賛成」と答えていた学生で、その総数は 55 人
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であった。以下に意見を一覧する。
・国語力（日本語力）低下の懸念
この中でもっとも多く見受けられた意見で、55 人中 19 人の回答者が国語力の低下についての
懸念を述べていた。
「早期から英語にふれることは、実践的な英語力を身につける上で重要だと感
じる。しかし、日本語能力の低下も見られる現代では、英語教育のみに焦点をあてることは危険
であると考えたため。双方、現代に合った教育方針が必要であると感じた」（145）といった意見
や「日本語の基礎がきちんとできていることが他の外国語を学ぶ大前提だと思うから」（496）と
いう意見もあった。
・小学 3 年生（低学年）に早期教育をすることへの懸念
「3 年よりも低学年になると日本語もまだまだなのに」
（877）
、
「小 3 はまだ国語も不十分である
と考えられるから」
（125）といった意見があった。小学 3 年生の国語の習熟度合いは別途検討し
なくてはならないという面は当然あるだろうが、一方で賛成派にも 3 年生には早すぎると考えて
いる学生がいることがわかった。
・他教科をおろそかにしてしまうことへの懸念
「英語に触れるなら早いほうが良いが、他教科をおろそかにしない程度にすべき」（233）とい
うように、コマ数（授業数）の増加によって、他教科をおろそかにしてしまうことが不安視され
た様子が回答から見て取れた。先に触れた国語についてだけでなく、
「他教科（国・算・社）」とい
う表現を使っている回答者もいた。
・英語嫌いが増えることへの懸念
「つめこみ教育が増えるだけで英語嫌いが増えないと良い」
（49）、
「よい方向にも悪い方向にも
影響を受ける人はいると思う」（172）といった意見があった。現行の英語教育で英語嫌いが生ま
れているものを早期化することで、改善できるのかという疑問はもっともであるように思われる。
・小学校教員へのさまざまな懸念
「教員の負担を軽減してから実行に移すべき。でないといい加減な教育が一般的におこなわれ
かねない」（252）、「教員への教育制度がきちんとないと失敗しそう」（242）といった意見があっ
た。また「教員の能力が十分に担保されているかが疑問である」（621）や「教師がしっかり授業
できるか心配（発音など）
」
（685）といった教員の能力を疑問視する意見も見られた。
・
「外国語」教科化への懸念
「教科化は嫌々勉強することになりかねない」（260）
、「教科化することによって英語に対して
成績しか求めないようになっていくことへの対策は必要だと思う」（661）
、「成績評価する」とい
う点がひっかかる」（748）といった意見があった。教科化されていない「外国語活動」が曖昧な
目標設定だという批判を受けることもある一方で、このような意見がみられたことは着目すべき
ポイントだと考える。
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・改革自体の妥当性への懸念
「これまでと同じような教育でははやく始めてもあまり意味がないと思う」
（51）
、
「現在も中学、
高校で 6 年間勉強しても身につかないことを考えると、内容を変える必要がある」（783）
、
「今の
英語教育をくり上げておこなうことはかえって悪いと思うので、根本的なそれの改善をするべき
であると思う」（110）といった、現行の英語教育を繰り返すだけならば意味がないのではないと
いった意見があった。また、
「グローバルな人材を育てるという面では、こういう施策をおこなう
ことで、親しみを持つことはできるだろうし、英語力も向上するかもしれない。しかし、それが
正しいのかはわからない」（775）といった意見も見られた。この意見は、現在の改革の効果が期
待されることを認めた上で、そもそもこの改革自体の方向性が正しいのかという疑問をもってい
る点で、他の意見とは異なっている。
・小学生の時間を奪ってしまうことへの懸念
「他教育の時間や自由に使える時間が減るのは好ましくない」（116）、「英語をはやくからから
学ぶことはよいが、小学生が外で遊んだり、家族でゆっくり過ごす時間を削らないでほしい」
（287）
といった意見があった。学校の授業をおこないきることができるのかといったこと以外にも考慮
すべき点があることを思い出させるような意見ではないだろうか。
ここまでの不安視や懸念を含んだ賛成派の自由記述をまとめると、第一に、国語力の低下への
懸念が賛成派の不安材料としてもっとも多いことがわかった。そしてその他の懸念には、低学年
に早期教育をすること・他教科がおろそかなること・英語嫌いが増えること・小学校教員への不
安・外国語が「教科化」すること・改革自体の妥当性・小学生の時間を奪ってしまうことといっ
た内容があることがわかった。
５） 英語教育改革に反対派の自由記述分析
今回「反対派」として扱うのは問 19．A（1）で「３．どちらかといえば反対」と答えた回答者、
ならびに「４．反対」と答えた回答者のうち、（2）の自由記述を回答した 174 人である。
上の第 3 項「英語教育早期化に賛成派の自由記述分析」でおこなったように、本項でも、英語
教育の改革をおこなうことは良くないと思う理由を述べたものや、英語教育改革のデメリットを
述べたものにとくに着目して分析する。以下、意見を一覧する。
・国語力に関する意見
174 人中 82 人と反対派の自由記述の中でもっとも多かった意見であった。
「日本語をおろそか
にするべきではない」（702）、「小学生時代は母語である日本語を十分に理解できているとは言え
ず、そのような時期に外国語の勉強を導入したところで、教育としての効果は薄いと思うから」
（441）
、といった意見があった。
・英語をやる気のある人にだけ受けさせればいいのではないかという意見
「莫大な資金を投下して得られるグローバル人材が少ない。これは本人にやる気がなければ全
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く身につかないためで、やる気のある人だけに受けさせるべきだと思う」（700）という意見があ
った。その他にも英語を必要とする人だけに英語を学ばせればいいのではないかという種類の意
見があった。
・現在のおこなわれている授業の形を変えるべきだという意見
いくつかあった「現在のおこなわれている授業の形を変えるべきだ」という意見の中でもスピ
ーキング重視のものに変えるべきだという記述はとくに多かった。
「教科書ではなくて音声教材や
ALT にしてのスピーキング授業の方が重要だと思うから」（579）
、
「英語力を強化するために早期
教育をおこなうのだとしたら、今おこなわれている読み書きを前倒しするよりも、実践的におこ
なうリスニングやスピーキングの機会を増やすことのほうがより英語力強化にはなるだろうと思
うし、読み書きだけの授業が英語嫌いを増やす一因となっているのに、前倒しにしてはさらに英
語嫌いが加速するのではないかと思う」
（785）といった回答があった。
・英語教育をおこなう教員についての意見
教員に関する問題を懸念事項とする回答者もあった。この意見は大きく 3 通りに分かれる。1 つ
は、英語教員の数が不足しているのではないかを不安視する意見で、
「正しく英語を教えられる教
員の数が十分でないと推測される」
（875）といった回答があった。2 つ目は教員の負担を憂慮した
意見でこれも数件の回答が見られた。3 つ目は教員の能力に関する意見で、
「週に数回しかしなか
ったり、文法などの知識ばかり教えたり、日本人のそこまで英語が流暢ではない人が教えたりす
るのでは、何年間勉強しても実際に世界に通じる英語力は育まれない」（588）といった回答が見
られた。また、身近に小学校の教員がいる回答者による「英語の教科化に伴って特に専門ではな
い、専門的に学んだわけではない英語の授業を作ること、することに不安を感じ負担になってい
る様子を見ており、指導者側の対応が不十分なまま、実施すべきではない」（792）とする回答も
あった。
・もっと早くからおこなうべきだという意見
ここまでの意見とは少し立場の違う「
（英語への苦手意識がつきやすい時期から学ばせるのは、
子供にとって酷であると思うという理由から）実施するならさらに早期化にするべきだ」
（71）や
「遅い。もっと早く（小学校低学年から）行うべき」（346）といった意見もあった。
ここまでの反対派の自由記述をまとめると、第一に、国語力の低下への懸念が反対する理由と
してもっとも多いことがわかった。その他に反対派が反対理由とする意見としては、英語をやる
気のある人にだけ受けさせればいいのではないか・現在のおこなわれている授業の形を変えるべ
きだ・英語教育をおこなう教員への不安・もっと早くからおこなうべきだといった意見があった。

５． 結論
ここまでで得られた結果を再確認すると、小学校の外国語教育を改革する改革について賛成派
は約 8 割弱、反対派は約 2 割で、賛成を支持する割合が反対派を大きく上回っていた。しかし、
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賛成派の中の自由記述欄を分析すると「どちらかといえば賛成」の立場を表した一部の回答者は
記述回答で、改革に対する懸念を示していた。このことから賛成派は必ずしも改革に全面的に賛
成しているとは限らず、改革のメリットや必要性を認めつつも国語力低下や教員に関する問題な
どを不安視していることがわかった。一方で反対派は、自由記述で、英語教育の改革以上に国語
の教育を重視するべきだという意見や国語力の低下を懸念する意見が多くあった。
そしてその他に、自由記述を分析する上で興味深いと感じたこととして、新指導要領以降に実
施される英語教育がどのようにおこなわれるのかという詳細を知らない様子の学生が多く見受け
られたことがあった。具体的には早期化の懸念について述べる記述に「現行の英語教育を続ける
ならば」
「いままでと同じことを繰り返すのならば」といった文言が複数存在した。これは、もち
ろんまだどのような教育がおこなわれるのか新指導要領が始まっていないので分からないという
理由もあるだろう。しかし、この記述が生まれるのは新指導要領でどのような英語教育がおこな
われるのかを広める広報活動が不足しているという面も少なからずあるのではないだろうか。今
回調査にご協力いただいた学生の方々は、新指導要領が定着する頃には多くの人が大学を卒業し、
未来の子どもたちの親世代になっていると思われる。来年の完全実施を前にしてこれからは改革
実施が急ピッチで始まっていくと思われるが、いまの親世代だけでなく未来の親世代へも、旧指
導要領の問題点は改善したのか、新指導要領とはどのように外国語教育をおこなっていくのかと
いうことについて丁寧に伝えていくことも必要ではないかと思われる。
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第６章

グローバル化に揺れる日本
─大学生と官僚の意識のズレを探る─

Trembling Japan in the Era of Globalization:
On a Gap in University Students’ and Bureaucrats’ Perceptions of English Education Reform

久保

七海

KUBO Nanami
In Japan, English education reform for enhancing students’ international competitiveness will be
implemented in 2020. However, there are some concerns about this policy. Therefore, this paper points to a
difference in perceptions regarding the future image of Japanese society between students and bureaucrats,
based on the results of the survey questionnaire that we conducted at Kumamoto University, one of the socalled “Top Global Universities.” With this reform, bureaucrats intend to foster “globally competent human
resources” who can actively work in international contexts so that Japan can regain the strong economy it
had previously. In contrast to this nationalistic aim of bureaucrats, students who want to work in other
countries have their own personal reasons for going overseas. The logistic regression analysis of our survey
data showed that their past experiences of traveling overseas, their affinity for English, and individual feelings
of pressure to acquire proficiency in English determined their inclinations to work outside of Japan. This
finding indicates that the above-mentioned reform does not necessarily achieve the nationalistic goal of
bureaucrats.

１． はじめに
近年、急速なグローバル化の進展によって、日本国内の様相は大きく変化した。観光地に留ま
らず、あらゆる場所で英語や中国語が飛び交い、市場では、海外からのモノや人が多く見られる
ようになった。また今日、グローバル市場が拡大し、国境を越えた競争が激化しているなか、日
本企業は国際競争に巻き込まれながらも、国際的に活躍できる「グローバル人材」の不足によっ
て、競争の波に乗ることができずに苦境に立たされている。これらの現状は数々のメディアでも
報じられており「国民が英語を自在に操れなければ、日本の未来は危うい」と言わんばかりの形
相である。実際、日本企業は国際競争で後れを取りつつあり、ビジネスの現場で活躍できるグロ
ーバル人材の育成は日本経済の課題といえるだろう。日本の国際競争力を高めるために文部科学
省も国策として、小学校における英語教育実施学年の早期化・教科化や「スーパーグローバル大
学創成支援」などのグローバル化に対応した英語教育改革を打ち出し、グローバル人材の育成強
化を掲げている。
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しかし、導入が決定している英語教育改革の内容を見てみると、学校教育に携わっている官僚
と教育現場の教師や学生との間で意識の差が感じられる。世代も経験も価値観も異なる人々がそ
れぞれに描く日本の将来像、グローバル人材の定義、学校教育のあり方は異なっていて当然であ
る。しかし、政策としての英語教育改革を施行するにあたって、この意識のズレが与える英語教
育への影響は決して小さくはないだろう。
本稿では、政府が発表している英語教育改革の文書や、平成 26（2014）年度文部科学省スーパ
ーグローバル大学等事業「スーパーグローバル大学創成支援」のタイプ B（グローバル化牽引型）
に採択された、熊本大学の学部生（904 人）を対象とした意識調査の結果から、大学国際化の中心
にいる大学生の意識について言及し、政府の打ち出した英語教育改革や官僚1たちの意識と学生と
の間にある意識のズレを明らかにする。

２． 英語教育の現状
１） 今までの英語教育政策
2008 年 3 月、文部科学省（以下、文科省）は小学校 5 年生・6 年生を対象とした「外国語活動」
を含めた学習指導要領を公示した。この施策は、外国語を通して国民の「コミュニケーション能
力の素地を養う」ことを目標に掲げている。具体的には、外国語活動によって体験的な異文化理
解や積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度の育成を図り、外国語の音声や基本表現に
慣れ親しむことを通して、コミュニケーション能力の素地を養うことを目標とした施策である。
また、外国語活動において、英語を取り扱うことを原則としている。
指導内容においても、外国語を用いて積極的にコミュニケーションを図ることができるように
なることと日本と外国の言語や文化について体験的に理解を深めることに重きが置かれている。
また、外国語でのコミュニケーションを児童に体験させる際、CD や DVD などの視聴覚教材を積
極的に活用することを中心とし、アルファベットなどの文字や単語の取り扱いについては、児童
の学習負担に配慮しつつ、音声によるコミュニケーションを補助するものとして用いることが示
されている。つまり、2008 年に打ち出された小学校教育における英語教育政策は、コミュニケー
ション能力（話す・聞く）の素地を養うことを重視した政策であるといえる。
２） これからの英語教育改革
2013 年 6 月 14 日に閣議決定された「第 2 期教育振興基本計画」において、グローバル人材の
養成が基本的方向性の 1 つとして挙げられた。社会全体の変化や新たな価値観を主導・創造する
ような人材、社会の各分野を牽引するリーダー、グローバル社会においてさまざまな人々と協働
できる人材、とりわけ国際交渉など国際舞台で先導的に活躍できる人材を養成するために、政府
は実践的な英語力をはじめとする語学力の向上、海外留学者数の飛躍的な増加、世界水準の教育
研究拠点の倍増などを目指すという。また、同計画内において、基本施策の 1 つとして「英語を
はじめとする外国語教育の強化」が示され、大学入試に TOEFL などの外部検定試験を活用するこ

本稿で言及している「官僚」は、中央省庁の国家公務員のなかでも、とくに文部科学省に所属し
ている国家公務員や学校教育に関与した役職をもつ国家公務員を指す。
1
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と、小学校における英語教育実施学年の早期化・教科化、中学校における英語による英語の授業
の実施などが、おもな取り組みとして盛り込まれた。さらに、文科省は上記の「第 2 期教育振興
基本計画」を具体化し、同年 12 月 13 日に「グローバル化に対応した英語教育改革実施計画」に
て、小学校・中学校の英語教育改革を東京オリンピック開催に合わせ、2020 年度から全面実施す
ると発表した。
また、文科省は翌 2014 年、世界レベルの教育研究を行うトップ大学、先導的試行に挑戦し大学
の国際化を牽引する大学、徹底した国際化と大学改革を断行する大学を重点支援することで、高
等教育の国際競争力を強化することを目的とした「スーパーグローバル大学創成支援」を発表。
世界ランキングトップ 100 を目指す力のある大学を支援するタイプ A（トップ型）の 13 校、これ
までの取組実績を基に更に先導的試行に挑戦し、日本社会のグローバル化を牽引する大学を支援
するタイプ B（グローバル牽引型）の 24 校、合計 37 校の構想を採択し、重点的な支援の実施を
決定した。さらに、高等学校においても「スーパーグローバル・ハイスクール」を指定し、グロー
バル人材の育成強化を図っている。
以上から、現在打ち出されている英語教育改革は、義務教育課程における国民の英語能力の底
上げと高等（中等）教育におけるグローバル人材の育成強化を目標に進められているといえる。

３． スーパーグローバル大学の現場から
１） スーパーグローバル大学生の英語意識の実態
スーパーグローバル大学の採択校である熊本大学の学生を対象とし、われわれが 2018 年秋に実
施したアンケート調査（以下、本調査）にて、今までの英語教育によって形成された、学生の英
語への意識と現状を調査した。
まず、調査内容に触れる前に「英語 4 技能」について説明する。英語 4 技能とは、英語に関し
て「リーディング（読む）
」
「ライティング（書く）」
「スピーキング（話す）」
「リスニング（聞く）
」
という 4 つの技能のことを指す。この英語 4 技能について、問 6「高校までの学校における英語
教育で、とくに重視すべきだと思う技能を、次の中から順位をつけて３つまで選んで〔 〕内に記
号を記入してください」という設問から、高校までの学校英語教育において、英語 4 技能のうち、
どれを重視すべきだと思うかを調査したところ、学生がとくに「スピーキング」と「リスニング」
の 2 技能の教育を重視していることがわかった。問いに対する回答を見ると、第 1 位は「スピー
キング」の 54.0％、第 2 位は「リスニング」の 53.6％という結果となった。
「スピーキング」と「リ
スニング」は、とくにコミュニケーションの場において実践的な形で現れる技能であり、一般的
にこの 2 技能は「コミュニケーション技能」と呼ばれている。国際競争の波に乗るために英語で
の交渉力の増強が求められている今、この「コミュニケーション技能」を重視する風潮は妥当な
ものであると考えられる。また、この結果は、2008 年に公示された学習指導要領の目標とも合致
し、学生も官僚と同様にコミュニケーション技能を重視しているといえる。
しかし一方で、本調査における別の設問において、学生はコミュニケーション技能にとくに苦
手意識を持っていることがわかった。問 4「あなたの英語能力についてお聞きします。それぞれの
技能についてあてはまるものを 1 つ選んで○をつけてください」という設問において、4 技能ご
とに「１．とても得意である」
「２．まあ得意である」
「３．あまり得意ではない」
「４．まったく
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得意ではない」の 4 段階評価をおこなってもらい、現行の英語教育を受けた学生たちの英語能力
への自己評価を調査した。結果として、スピーキング能力に関して「１．とても得意である」
「２．
まあ得意である」と回答した学生は全体の 15.8％、リスニング能力に関しても同様に全体の 31.2％
であった。また、ライティング能力においては 33.9％、リーディング能力では 63.8％であった。
以上を比較すると、リーディング能力に対する自己評価がもっとも高く、次にライティング能力
とリスニング能力への自己評価が同程度の評価、そしてスピーキング能力への自己評価がもっと
も低いということがわかる。
つまり、学生は読む・書くといった英語の技能よりも、話す・聞くといった「コミュニケーシ
ョン技能」に対して、苦手意識を感じているといえる。さらに、
「コミュニケーション能力の素地
を養う」ことを目標に掲げた「外国語活動」などの現行の施策は、学生の英語能力（とくにコミ
ュニケーション技能）に関して、あまり効果を発揮していなかったといえるだろう。
また、問 3「あなたは過去 1 年間に、以下のことで英語を読んだり、書いたり、話したり、聞い
たりしたことがありますか。あてはまるものすべてに○をつけてください」という設問にて、学
生が過去 1 年間で英語に接した機会を調査した（表 1）
。結果として「学校の授業」が調査対象者
全体の 73.3％ともっとも多い結果となったが、多くの学生のカリキュラムに英語の授業が組み込
まれていることを踏まえると「学校の授業」の割合がもっとも高いことは、当然の結果といえる
だろう。大学に在籍している以上、カリキュラムとして英語に触れざるをえないことを鑑みると
「学校の授業」を除き、学業以外で学生が英語に触れる機会について着目していきたい。
「学校の
授業」の次に多い機会として、
「映画鑑賞・音楽鑑賞・読書」が調査対象者全体の 60.1％、次に「イ
ンターネット」が 40.6％、
「アルバイトや仕事」が 36.1％であった。
表 1 過去 1 年間で英語に接した機会の度数分布表
度数（人）

ケースのパーセント（％）

321

36.1

9

1.0

ウ．外国人の友人・知人とのつき合い

191

21.5

エ．大学でのサークル活動

92

10.3

オ．映画鑑賞、音楽鑑賞、読書

535

60.1

カ．インターネット

361

40.6

キ．海外渡航

122

13.7

ク．大学の授業

652

73.3

ケ．グローバル教育カレッジ *

64

7.2

コ．学内外での講演会やイベント

36

4.0

サ．学外の語学学校や語学講座

45

5.1

シ．道案内などの偶然のやり取り

248

27.9

ス．その他

15

1.7

セ．まったく使ったことがない

26

2.9

ア．アルバイトや仕事
イ．インターンシップや就職活動

2717

合計

305.3

* 本学（熊本大学）内のグローバル教育推進部門（留学生との交流イベントや英語学習関連の企画などを実施している）
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「映画鑑賞・音楽鑑賞・読書」
「インターネット」
「アルバイトや仕事」について、ひとつずつ考
察していく。調査対象者全体の約 6 割が「映画鑑賞・音楽鑑賞・読書」で英語に触れていると回
答しているが、彼らの映画（洋画）鑑賞について考えうる可能性として、英語音声と日本語字幕
での鑑賞形態が大いに考えられる。むしろ、英語音声と日本語字幕での鑑賞は主流ともいえる形
態であり、日本語字幕なしで英語の台詞を聞き取って内容を理解するといった学生はおそらく少
数だろう。音楽鑑賞においても、洋楽の英語の歌詞を聞き取った上で和訳するといった英語学習
の一環として洋楽を聴く学生は少数であり、リズムや雰囲気、流行を重視し、娯楽の一環として
洋楽を嗜んでいる学生の方が多いと考えられる。読書においては、和訳・読解の有無や扱った英
語の文章量が学生によって大きく異なる可能性があるが、多くの学生が読書の範囲で触れる英語
は、どちらかというと日本語文献に含まれている英単語レベルの英語である可能性が高い。
「インターネット」においても、読書と同様に、和訳・読解の有無や扱った英語の文章量が学
生によって大きく異なる可能性があるが、国境を越えたネットワークであるインターネットを利
用するにあたって、国際共通語と化しつつある英語に接する機会は自然と生じうる。また、一般
的なネットサーフィンやソーシャル・ネットワーキング・サービス（SNS）の利用状況を鑑みると、
インターネット上における英語との接し方は、おもに「読み」を中心とした、受動的な形態であ
ると考えられる。
「アルバイトや仕事」については、前提として、本調査におけるアルバイト（仕事）従事者のう
ち、
「飲食・フード・調理」業界でキッチンスタッフやホールスタッフなどを勤めている学生がも
っとも多く 44.4％、次に「教育・保育」業界で塾講師や家庭教師などを勤めている学生が 29.4％
であった。このことを踏まえると、
「アルバイトや仕事」で学生が英語に接する機会ついて考えら
れる状況として、飲食店における訪日外国人の接客や塾などにおける中高生への英語指導が挙げ
られる。訪日外国人への接客においては、およそ定型の会話や英語メニューでの案内などの簡単
なやり取りがおもなものであると考えられる。また、塾などにおける中高生への英語指導におい
ても、大学生が担当として受け持つ生徒の宿題への対応や学校教材をなぞらえた「リーディング」
「ライティング」を基本とした指導がおもなものであると考えられる。つまり、学生の「アルバ
イトや仕事」と英語に接する機会は、おもに「簡単かつ定型の英会話」や「中学校や高校の教材
を用いた英語の読み書き」であるといえる。
したがって、日常生活において、学生が英語に触れるおもな機会である「映画鑑賞・音楽鑑賞・
読書」「インターネット」
「アルバイトや仕事」における英語に接する形態について、英語学習と
しての和訳・読解を要しない接し方や英単語を見かける程度の接し方、簡易で定型的な英会話や
学校英語教材の反復など、多くの場合が能動的で自律した英語学習としての接し方ではなく、受
動的なものであると考えられる。
以上の調査結果から、学校英語教育において（学生も官僚と同様に）コミュニケーション技能
を重視すべきという見方が強い一方で、現行の学習指導要領の「外国語活動」やコミュニケーシ
ョン重視の英語教育はあまり効果を示していないことがわかる。また、日常的な場面で、学生は
英語で「話す・聞く」といったコミュニケーション技能をアウトプットする機会が多くはないと
いうのが、学生を取り巻く英語コミュニケーション技能の現状であるといえる。
つまり、学生たちは日常生活において英語を使用する必要性が必ずしもあるわけではないが、
英語で「話す・聞く」といったコミュニケーションを取れるようになるべきだと考えている。で
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は、学生が英語能力の向上に力を入れているかというと、そうではない。問 1「Ｆ．熊本大学入学
前と比べて、自分の英語能力は向上している」という設問の集計結果を図 1 にまとめた。この問
いに関して「１．そう思う」
「２．どちらかといえばそう思う」と回答した学生は全体の 12.0％、
「４．どちらかといえばそう思わない」
「５．そう思わない」と回答した学生は全体の 63.9％とな
った。大学入学後に英語能力が向上したという学生が約 1 割、そのほかの約 9 割の学生は、高校
卒業時と同程度かそれ以下の英語能力しか有していないということがわかる。また、問 2「Ａ．英
語の勉強に日頃から積極的に取り組んでいる」という設問の集計結果を図 2 にまとめた。この問
いに関して「１．あてはまる」
「２．ややあてはまる」と回答した学生は全体の 18.6％、
「４．や
やあてはまらない」
「５．あてはまらない」と回答した学生は 59.2％であった。日頃から英語の勉
強に取り組んでいる学生が、実際は全体の 2 割にも満たないというのがグローバル大学の学生の
現状である。したがって、
「英語の必要性は感じているが、実際に英語能力を必要としているかと
いうとそうではない」というのが、多くの学生が抱えている英語意識の実態であるといえるだろ
う。

12.0

24.2

63.9
（％）

そう思う

どちらともいえない

そう思わない

図1 熊本大学入学前に比べて、自分の英語能力は向上している（N=896）

18.6

22.2

59.2
（％）

あてはまる

どちらともいえない

あてはまらない

図2 英語の勉強に日頃から積極的に取り組んでいる（N=899）

また、この英語意識への実態は、英語教育改革への意識にも関連している。問 19「Ａ．2020 年
から小学校で英語教育の早期化が実施され、小学校 3 年生から『外国語活動』、小学校 5 年生から
英語の教科化（教科書を用いて教員が指導、成績評価するようになる）が開始されます。
（１）こ
の施策に賛成ですか。次の中からあなたの考えに近いものを１つ選んで○をつけてください」と
いう設問において、2020 年から施行される小学校英語の早期化・教科化に関する学生の意識を調
査した。結果として、
「１．賛成」
「２．どちらかといえば賛成」と回答した学生は 79.4％と多く、
「３．どちらかといえば反対」
「４．反対」と回答した学生は 20.6％のみと少ないことがわかった。
これは、学校英語教育におけるコミュニケーション技能を重視すべきという学生の意識を反映し
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た結果であるといえる。実際にこの問いに関する理由として「早くから英語を学んだ方が身につ
くから」
「将来的に英語は必要だから」といった旨の意見が多く見られた。
一方で、問 19「Ｂ．熊本大学はスーパーグローバル大学として、2023 年までに教養教育科目（語
学科目は含まない）のうち英語で実施される割合を 50％に引き上げることを目標にしています。
（１）この目標に賛成ですか。次の中からあなたの考えに近いものを１つ選んで○をつけてくだ
さい」という設問において、調査対象者らが在籍する大学の、スーパーグローバル大学としての
目標に対する意識を調査した。結果として、
「１．賛成」
「２．どちらかといえば賛成」と回答した
学生は 47.5％、
「３．どちらかといえば反対」
「４．反対」と回答した学生は 52.4％と賛否が分か
れる結果となった。賛成理由として「これからは英語が必要だから」
「英語を学ぶ機会が増えるか
ら」といったグローバル化の進展を意識した回答が見られる一方で、反対意見として「内容が十
分に理解できないから」
「ついていけなくなるから」といった回答が見られた。大学生の日常の一
部である授業への英語の導入となると、抵抗を感じる学生とそうでない学生に分かれるというこ
とがわかる。
したがって、多くの学生が「英語の運用能力（とくにコミュニケーション技能）の習得は必要
だと理解しているが、実際にそれらを培う積極的な取り組みはおこなっていない」というのが、
本調査をおこなったスーパーグローバル大学の現状である。多くの学生がこのような意識を抱い
ているなかで、
「スーパーグローバル大学創成支援」をおこなうことは、はたしてグローバル人材
を創出する政策として適切なのだろうか。とくに、官僚と学生の間には、世代や経験、価値観に
大きな違いが見られる。彼らがそれぞれに描く日本の将来像、グローバル人材の定義、学校教育
のあり方が同じものであるという確証はない。次項にて、まず学生と官僚の間にある意識のズレ
を明らかにしていく。
２） 学生と官僚の将来像のズレ
現在の官僚と学生の意識の差について、まずは官僚側の意識から紐解いていきたい。ここでは、
内閣総理大臣、内閣官房長官および文部科学大臣兼教育再生担当大臣ならびに有識者によって構
成された政策会議「教育再生実行会議」の提言を官僚らの意識・意向と解釈して扱っていく。
平成 25（2013）年 5 月に実施された教育再生実行会議「これからの大学教育等の在り方につい
て（第三次提言）
」において、官僚らは、大学のグローバル化の遅れは危機的状況にあり、今後「日
本の大学を絶えざる挑戦と創造の場へと再生することは、日本が再び世界の中で競争力を高め、
輝きを取り戻す『日本再生』のための大きな柱の一つである」
（内閣官房 2013: 1）という見解を
示した。また、大学の機能強化の取り組みにあたっては、国家戦略として中長期的展望に立ち、
日本人としてのアイデンティティと幅広い教養を持ち、世界に打って出たり、外国人を迎え入れ
て交流したりすることのできる人材を育成していくことが重要だと述べている。
つまり、官僚は日本の現状に対して危機感を抱いており、日本の国際競争力を高めることで現
状からの脱却を図り、かつての大学および日本へと「再生」することに重きを置いている。また、
それが実現できなければ、日本が再び国際競争力を高め、以前の輝きを取り戻すことは不可能だ
と意識しているようである。ここで示されている、官僚らが抱いている「以前の日本の輝き」と
は何であろうか。国際社会で躍進する高度経済成長期の日本の姿や、バブル経済期のような活気
に満ちた日本の姿だろうか。
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スイスの IMD（国際経営開発研究所）が毎年発表している「世界競争力年鑑（World Competiti
-veness Yearbook）
」によると、日本の国際競争力の順位は、公表開始時からバブル期終焉後の 19
92 年まで 1 位を維持し、いわゆる「失われた 10 年」に含まれる 1996 年においても、5 位以内と
いう高い順位で推移していた。しかし、金融システムへの不安が表面化し、北海道拓殖銀行の破
綻や山一證券の廃業が相次いだ 1997 年には 17 位に急落、その後は 20 位台で推移している。ま
た、最新の 2018 年版ランキングでは、日本の競争力の総合順位は 25 位（主要 63 カ国・地域中）
であった。経済規模の大きさや国際的に活躍している企業の数を高い国際競争力の証左とみれば、
日本の競争力は高いとみることもできる。しかし、企業が競争力を発揮できる土壌を競争力の源
泉とみなし、多様な側面から国の競争力を評価している IMD のランキングにおいては、日本は高
い競争力を有しているとはいえないのである。
このデータからもわかるように、あらゆる面で活発な日本を体感している官僚世代と、そうで
ない学生世代において、日本の国際的な位置付けの認識は大きく異なっているのではないだろう
か。
「輝きを取り戻す」という言葉に込められ、集約されている官僚らの憧憬は、おそらく今の学
生にとって、想像の域を出ないような光景だろう。現代の若者は、戦後の経済成長もバブル期の
ように沸き立っていた日本の生活も体験していない。
「財テク」も「ジュリアナ東京」も知らなけ
れば、タクシーを拾うために万札を振りかざすような光景も知らない。官僚らが取り戻そうと躍
起になっている光景は、若者にとっては教科書や学術書のなかの事柄であり、この時点で「日本
は何を目指しているのか」という意識のズレが双方の間に存在しているのではないかと考える。
学生には「再生」のビジョンが欠けている。もしくは、それ以前に「再生」の意識すら持ち合わせ
ていない可能性が高いのではないだろうか。
実際に、問 18「あなたは、現在の生活に満足していますか。次の中から１つ選んで○をつけて
ください」という設問に対して「１．満足している」
「２．どちらかといえば満足している」と回
答した学生は、全体の 83.7％に及んだ。好景気の輝かしい日本で華々しい経験をした官僚らの世
代にとって、現在の低迷期の日本は異常事態のように感じられるかもしれない。しかし、学生に
とって、今の生活は満足度の高いものであり、少なくとも学生は「過去の輝かしい日本を再び」
といった考えは抱いていないように考えられる。

満足していない

満足している

38.8

44.9

11.6

4.7
（％）

満足している

どちらかといえば満足している

どちらかといえば満足していない

満足していない

図3 現在の生活への満足度（N=895）
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３） 海外志向をもたらすもの
では、学生側は官僚と比較して、グローバル化をどのように意識しているのだろうか。まず、
学生の海外志向から考察を進める。問 12「あなたは外国で働きたいと思いますか。次の中から１
つ選んで○をつけてください」という質問に対して、
「１．日本では働かず、最初から外国で働き
たい」
「２．最初は日本で働いて、いずれ外国に渡って働きたい」と回答した学生は 11.4％、
「３．
日本を中心に働き、外国赴任や外国出張をしたい」と回答した学生は 17.2％だった。つまり、海
外で働いてみたいと感じている学生は 28.6％と全体の 3 割に満たない。加えて、前節で見たとお
り、多くの学生が英語（とくにコミュニケーション技能）の必要性を理解しているにもかかわら
ず、大学入学後に英語能力が向上したという学生は約 1 割、日頃から英語の勉強に取り組んでい
る学生は 2 割未満である。スーパーグローバル大学に在籍している学生は、グローバル化（とく
に大学国際化）の現場に身を置いているにもかかわらず、なぜ海外志向を持たず、また、英語能
力の向上を実践的に図るまでに至らないのだろうか。
まず、学生の志向の種類と英語能力向上のための英語への取り組み方について分析していく。
学生の志向の種類と英語への取り組み方について、本調査から得られたクロス集計表の結果を表
2 にまとめた。
表 2 英語への取り組み方と志向の種類のクロス表
英語への取り組み方
英語学習に
取り組んでいる

どちらでもない

英語学習に
取り組んでいない

海外志向

9.5

7.3

11.8

国内志向

9.2

14.6

47.6

志向の種類

N＝881 p＜0.01 数値は全体のなかでのパーセントを表す。

海外・国内志向の分別は、問 12「あなたは外国で働きたいと思いますか。次の中から１つ選ん
で○をつけてください」という設問の選択肢、「１．日本では働かず、最初から外国で働きたい」
「２．最初は日本で働いて、いずれ外国に渡って働きたい」
「３．日本を中心に働き、外国赴任や
外国出張をしたい」の 3 つの変数を「海外志向」にまとめ、
「４．外国で働きたいとはとくに思っ
ていないが、場合によってはかまわない」
「５．外国で働きたいとはまったく思わない」の 2 つの
変数を「国内志向」としてまとめた。英語への取り組み方については、問 2「Ａ．英語の勉強に日
頃から積極的に取り組んでいる」という設問を使用し、
「１．あてはまる」
「２．ややあてはまる」
の変数を「英語学習に取り組んでいる」にまとめ、
「４．あまりあてはまらない」
「５．あてはまら
ない」を「英語学習に取り組んでいない」にまとめた。また、
「３．どちらでもいえない」は「ど
ちらでもない」とした。
そして、志向の種類と英語への取り組み方の連関を調べた結果、有意な連関が見られた。また、
この 2 つの変数に正の相関（1％水準で有意）が見られたことから、海外志向のある人ほど、英語
の学習に日頃から取り組んでいるといえる。
では、高度な英語能力を有しており、国際的に活躍できる人材を育成するためには、まずは学
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生の海外志向が培われる必要があるのではないだろうか。どのような学生が海外志向を有してい
るのか、海外志向に影響している因子を明らかにすることで、海外志向を培うために必要な要因
について検討していく。
学生の海外志向とその規定要因について、ロジスティック回帰分析の結果を表 4 にまとめた。
分析において「文理（文系・理系の 2 分類）」について「理系」を基準としたダミー変数「理系ダ
ミー」を作成し、さらに「性別」について「女子」を基準としたダミー変数「女子ダミー」
、渡航
経験の有無について「渡航経験あり」を基準としたダミー変数「渡航経験ダミー」を作成して独
立変数とした。また、問 22「
（８）あなた自身を除き、生計を同じくするご家族の１年間の収入を、
次の中から１つ選んで○をつけてください。正確に分からない方はだいたいで構いません」とい
う設問の選択肢「１．100 万円未満」
「２．100 万円以上 300 万円未満」
「３．300 万円以上 500 万
円未満」
「４．500 万円以上 700 万円未満」
「５．700 万円以上 900 万円未満」
「６．900 万円以上 1
100 万円未満」
「７．1100 万円以上 1300 万円未満」
「８．1300 万円以上」について、それぞれの選
択肢の中間値をとり、世帯年収を量的変数として扱った。詳しくは、表 3「世帯年収の中間値」に
まとめている2。
表 3 世帯年収の中間値
収入の選択肢

中間値

100 万円未満

50 万円

100 万円以上 300 万円未満

200 万円

100 万円以上 300 万円未満

400 万円

500 万円以上 700 万円未満

650 万円

700 万円以上 900 万円未満

800 万円

900 万円以上 1100 万円未満

1000 万円

1100 万円以上 1300 万円未満

1200 万円

1300 万円以上

1400 万円

また、問 8「Ｆ．日本人は日本に誇りを持つべきだ」という設問の回答を代理変数「愛国心の強
さ」
、問 1「Ｉ．英語に親しみを感じる」という設問の回答を代理変数「英語への親しみ」、問 1「Ｂ．
社会に出るまでに英語能力を身につけなければならないと感じる」という設問の回答を代理変数
「英語能力習得へのプレッシャー」として使用した。また、これらの設問（問 8「Ｆ．日本人は日
本に誇りを持つべきだ」
、問 1「Ｂ．社会に出るまでに英語能力を身につけなければならないと感
じる」
「Ｉ．英語に親しみを感じる」
）の回答は「１．そう思う」
「２．どちらかといえばそう思う」
「３．どちらともいえない」
「４．どちらかといえばそう思わない」「５．そう思わない」の 5 件
法での回答である。
さらに、問 2「Ｃ．大学で自分の（希望する）専門的な勉強をする上で、英語は不可欠だ」とい
世帯年収に関する設問（問 22）は、ほかの設問よりも比較的回答数が少ない（N=640）という点
に留意されたい。
2
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う設問の回答を代理変数「専門分野で英語を使用する」とした。また、この問 2「Ｃ．大学で自分
の（希望する）専門的な勉強をする上で、英語は不可欠だ」において、回答は「１．あてはまる」
「２．ややあてはまる」
「３．どちらともいえない」
「４．ややあてはまらない」
「５．あてはまら
ない」の 5 件法での回答である。
また、従属変数として、問 12「あなたは外国で働きたいと思いますか。次の中から１つ選んで
○をつけてください」という設問の選択肢「１．日本では働かず、最初から外国で働きたい」
「２．
最初は日本で働いて、いずれ外国に渡って働きたい」
「３．日本を中心に働き、外国赴任や外国出
張をしたい」を「海外志向がある」とみなし、これを基準としたダミー変数「海外志向ダミー」を
作成した。
表 4 海外志向に対する各変数の効果（ロジスティック回帰分析）
回帰係数

オッズ比

理系ダミー

.110

1.116

女子ダミー

-.148

.863

渡航経験ダミー

.892 ***

2.440

世帯年収

.000

1.000

愛国心の強さ

.128

1.137

英語への親しみ

-.425 ***

.654

専門分野で英語を使用する

-.147 *

.864

英語能力習得へのプレッシャー

-.535 ***

.585

定数

1.064

N

2.899

580

-2 対数尤度

606.440

Nagelkerke 決定係数

.219

尤度比のカイ 2 乗値

97.005 ***

*** p ＜0.01 ** p ＜0.05 * p ＜0.1

結果として、「渡航経験」「英語への親しみ」「英語能力習得へのプレッシャー」「専門分野で英
語を使用する」ことが海外志向に連関があること、一方で「文理」
「性別」
「世帯年収」
「愛国心の
強さ」は海外志向に連関がないことがわかった。有意確率を見ると、
「渡航経験」があることと「英
語への親しみ」があること、
「英語能力習得へのプレッシャー」を感じていることが 1％水準で有
意、
「専門分野で英語を使用する」ことが 10％水準で有意であった。一方で「文理」
「性別」
「世帯
年収」
「愛国心の強さ」は有意ではなく、海外志向に影響がないという結果となった。
まず、有意性が見られなかった変数「世帯年収」「愛国心の強さ」について考察していきたい。
「世帯年収」は海外志向に影響しないが「渡航経験」は海外志向に影響するという点について、
一般的に、海外渡航経験の有無は世帯年収の影響を受けるものと考えられるが、本調査において
は、影響を受けていないことがわかった。
「渡航経験」と「世帯年収」の相関を調べたところ、相
関係数は 0.137（1％水準で有意）と相関が見られず、少なくとも、本調査の結果からは「世帯年
収」が海外志向を促しているとも妨げているともいえない。また、
「愛国心の強さ」に着目すると、
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「愛国心の強さ」が学生の海外志向を規定しないという点において「日本再生」という愛国心を
基軸としたグローバル教育政策を掲げる官僚と学生の間に、やはり意識の差があるということが
わかる。
次に 1％水準で有意性が見られた各変数について考察する。まず、
「海外渡航」が海外志向に影
響を及ぼしている点から考えていきたい。海外渡航の経験によって海外志向が芽生えるという関
係は、妥当なものであると考えられる。海外渡航の経験により、実際に海外の様子を体感するこ
とで「未知」のフィールドだった海外に親しみが芽生えることや、より海外のことを知りたいと
感じるようになる可能性は高い。むしろ、海外渡航の経験を通して、風土や文化、多様性などに
関して、日本社会よりも海外の方が魅力的だと感じた学生が、将来的に海外で働きたいと考える
可能性も十分にありうるだろう。したがって、海外渡航の経験と海外志向は関係しているといえ
る。
次に「英語への親しみ」が海外志向に影響している点に着目する。
「英語への親しみ」と「海外
志向」の関係について「英語に親しみがあるから海外志向が強い」のか「海外志向が強いから英
語に親しみがある」のか、本調査の結果からは因果の方向を検証することができない。しかし、
英語が国際共通語として扱われている今日の国際事情を鑑みると、英語への親しみを感じること
なく海外志向を培うことは困難であると考えられる。したがって、学校教育課程において生徒の
英語への親しみを強化することは、海外志向を持った学生を増加させると考えられる。
中央教育審議会（以下、中教審）は、2016 年 12 月に発表した「幼稚園、小学校、中学校、高等
学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善及び必要な方策等について（答申）」にて、今回の
英語教育改革における小学校英語教育の早期化、教科化の論拠を述べている。答申を見ると、小
学校における現行の「外国語活動」には、児童が英語により親しむようになるなどの一定の成果
が認められるが、中学校英語とうまく接続されていないこと、小学校高学年は抽象的志向が高ま
るので、従来の「外国語活動」
（コミュニケーションの素地の育成を重視し、音声を中心に取り扱
い、児童の学習負担に配慮してアルファベットなどの文字や単語の取り扱いは極力控える方針で
進められた外国語活動）よりも、より体系的な学習が必要であることが明示されている。具体的
には、小学校中学年では「話す・聞く」を中心とした外国語活動を通じて外国語に慣れ親しみ、
外国語学習への動機付けを高める。その上で、高学年から発達の段階に応じて、段階的に「読む・
書く」を加え、総合的・系統的に扱う教科学習を行うことが求められている。また、早期化・教科
化で懸念されている「外国語嫌い」の発生に関しても、外国語嫌いを防ぐために「外国語を教科
として評価する際、外国語を読んだり、書いたりすることなどを通して、言葉の仕組みの面白さ
などに気付きながら活用しようとする態度をより適切に評価できるようにすることが重要である」
（中央教育審議会 2016: 88）と記されている。
先述した通り、中教審は、現行の「外国語活動」について、児童が英語により親しむようにな
るなどの一定の成果が認められるという見解を示しているが、今回実施した調査の問 1「Ｉ．英語
に親しみを感じる」という設問に対し「１．そう思う」
「２．どちらかといえばそう思う」と回答
した学生は 3 割程度（31.4％）と少なかった。スーパーグローバル大学の学生でさえ、英語へ親し
みを感じている人の割合が 3 割程度ということは、日本社会全体の英語への親しみは一体どの程
度になるのだろうか。中教審の見解が現場の実態とズレているとすれば、現段階で懸念されてお
り、英語への親しみの対極に位置するといっても過言ではない「外国語嫌い」について、より慎
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重に検討しなければ、これから学校教育において英語を学ぶ人々の「英語への親しみ」、ひいては
海外志向を損なうことに繋がりうるように考えられる。
続いて「英語能力習得へのプレッシャー」に着目する。
「英語能力習得へのプレッシャー」を感
じていることが海外志向を強めているという結果は、国際競争で後れを取っている日本の社会的
要請を踏まえれば、もっともらしいように感じる。現状として、日本経済の課題であるグローバ
ル人材の育成は喫緊の課題でありながらも、優秀な人材は一朝一夕に育成できるものではなく、
中長期的な計画にならざるをえない。とくに「日本再生」を掲げる官僚の立場においては、新た
なグローバル人材を創出し、日本経済が軌道に乗るまでは、現状をよりよくすることに注力する
ほかにないのである。そのため、多くのメディアで語られる英語能力の必要性に加え、教育現場
の学校において英語によるコミュニケーションの必要性を肌で感じてきた学生たちは、英語能力
習得へのプレッシャーを一身に受けている。グローバル化を推し進めたい官僚とそれを報じるメ
ディアによって生じる社会的要請としての英語能力の増強によって、学生の海外志向が強化され
るという関係は、想像に難くない。
しかし、日本国民の誰もが英語を話せる必要も、ましてやグローバル人材になる必要もない。
実際にグローバル人材として国際市場の最前線に立つのは一部の人間に限られており、おそらく
大多数の学生は、自ら海外と接点を持とう、外国語に触れようとしない限りは、日本国内で日本
語によるコミュニケーションを中心に生活をしていくだろう。では、なぜ誰もがグローバル人材
に求められているような高度な英語能力を習得しなければならないと感じているのか。この英語
能力習得へのプレッシャーの原因として、メディアや英語教育改革の背景に存在している経済界
の影響が大きいと考えられる。江利川（2013）は、日本の超国家企業の経営者や投資家などのグ
ローバル化の進展による利害関係者らが日本の「国民教育」の枠組みを邪険に感じ、破壊し始め
たという見解を示している。日本経済団体連合会（以下、経団連）や経済同友会に加入している
ような大企業に身を置く前述の利害関係者ら（グローバル化推進派）が、従来は企業内でおこな
うべき「英語が使える人間」の育成コストを削減するために、公教育に英語教育改革、とりわけ
英語のコミュニケーション技能の強化を要求しているのだという。
現在、日本企業は大企業を中心に多国籍化を進め、企業活動を地球規模で展開する「超国家企
業」へと変貌している。また、とりわけこのようなグローバル企業の一部において、英語が公用
語ないし第二言語として扱われている。つまり、経団連や経済同友会に加入するような大企業で
働いている人々は、とくにグローバル化に対する意識が高い傾向にあるといえる。現状において、
英語のコミュニケーション技能が不足を感じている国民と、日本再生のためにグローバル人材を
創出したい政府、英語が使える人材を求めている経済界。政府と経済界の国民への要求は、英語
のコミュニケーション技能の向上という一点において共通している。そうした事情を踏まえて、
政府の打ち出す答申の背景を探ってみると、経済界が経団連の方針として、グローバル企業の公
用語である英語の運用能力の向上を国民教育に要求しているという背景が見える。実際に、経団
連は 2000 年に「グローバル時代の人材育成について」という政策提言を発表、2 年後に文科省が
それを「
『英語が使える』日本人のための戦略構想」として具体化し、その後、文科省は「行動計
画」として実行に移している。そして、英語を社内公用語としていたり、英語研修への参加を全
社員に義務付けたりしているような日本企業は一握りの数であるにもかかわらず、こうしたグロ
ーバル化への動きはテレビや書籍などのメディアでしばしば取り上げられている。
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つまり、学生が感じている英語能力習得へのプレッシャーは、経済界の要請と政策、メディア
の言説がプレッシャーとして肥大化したものであり、英語のコミュニケーション技能を必要とし
ていない人々にまで英語化のプレッシャーを広く波及させてしまっているといえる。その結果、
スーパーグローバル大学においても「漠然と英語の必要性は感じているものの、実際に英語能力
を必要としているわけではなく、日頃から英語能力の向上に努めているわけでもない」という学
生が多くを占めているのではないだろうか。ロジスティック回帰分析の結果から、この「英語能
力習得へのプレッシャー」が海外志向の強化に影響していることが明らかになったが、実際に海
外で働きたいと志向している学生は、プレッシャーを感じている学生のうちの一部に過ぎない。
また、英語化のプレッシャーによる海外志向は、必ずしも前向きな理由であるとはいえない。こ
のプレッシャーを内在化することで個々人の海外志向が強まるようなことはあれど、海外志向の
規定要因となりうる可能性はあまり高くないように考えられる。
以上のことから、学生に限らず、国内において英語化へのプレッシャーが広く浸透している一
方で、実際に英語が必要なのは国民のうちの一部にすぎないという状況を踏まえると、いかに今
回の英語教育改革の背景が奇妙かつ場当たり的なものなのかが見えてくる。また、学生が海外志
向となるおもな要因が「海外渡航」「英語への親しみ」「英語能力習得へのプレッシャー」である
こと、官僚が学生の海外志向を強化したい理由が「日本再生」の意識にもとづく「愛国心の強さ」
であることを鑑みると、やはり両者の意識はズレているといえる。

４． 結論
結論として、英語教育改革の内容と本調査の分析から、官僚と学生との間に意識の差が見られ
た。世界に通用する競争力を有するかつての日本を再生しようと邁進する官僚と、英語への親し
みや英語能力習得へのプレッシャー、海外渡航経験から海外志向を持つ学生の間には「日本の将
来像」のズレによる「海外志向の動機」のズレが存在すると考えられる。たとえ、今後政府の英
語教育改革が成功し、秀でた英語能力（とくにコミュニケーション技能）を有するグローバル人
材が国内で増加したとしても、官僚と学生の間にある日本の将来像や海外志向の動機のズレは、
最終的に大きなズレに繋がるだろう。愛国心を基軸にグローバル政策を打ち出し、日本のための
グローバル人材創出を画策している官僚たちが、たとえ海外渡航経験や英語への親しみによって、
海外志向の学生を創出し、彼らの英語能力（とくにコミュニケーション技能）を向上させたとこ
ろで、はたしてその学生たちは「日本のため」に国際競争の前線に立ってくれるのだろうか。今
日の国際事情を鑑みると、日本はグローバル人材の育成から目をそらすことはできない。これか
らの日本において、官僚と学生の両者ともにグローバル化の進展に対応し、英語を活用していく
ことになるであろうが、両者が描いている日本や自身の将来像は同じものであるとは限らず、必
ずしも同じ方向を向いているとはいえないのである。
ここで、昨今の文科省関連の報道について触れておきたい。2018 年、文部科学省の前局長が、
私立大学支援事業の選定において、東京医科大学に便宜を図る見返りに、自分の息子を不正に合
格させ、受託収賄の罪で起訴された。また、2017 年には、文部科学省が米国から委員 2 名を招い
た際、彼らの提示する謝礼金を満額支出できなかった件に関して、差額分（渡航費の一部も含め
て計約 416 万円）を、文科省が小中学生を対象におこなっている全国学力調査の採点や集計・教
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育関連の大手企業、ベネッセホールディングスの関連法人が負担していたことが一部メディア（朝
日新聞・日本経済新聞）の報道によって発覚した。
昨今、世間の冷ややかな視線が文科省に注がれている一方で、日々進歩しているグローバル市
場は日本でグローバル人材が育つのを待ってはくれない。文科省が主導する英語教育改革がどの
ように日本の未来に作用するのか、また、以後どのような教育指針を示すのか、今後の動向に注
視したい。
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第７章

英語に対する情意面の考察
――英語コンプレックスと英語への親しみの要因を探る――

Students’ Emotions about English:
Factors Leading to an Inferiority Complex over One’s English Ability
and Familiarity with English

下田

菜生

SHIMODA Nao
According to the survey questionnaire that we conducted with students attending Kumamoto University
in 2018, 60% of the respondents admitted to feelings of inferiority about their English abilities. In this paper,
I clarify what affects such a feeling to English, while comparatively examining another type of emotion, that
is, familiarity with English. The correlation analysis and multiple regression analysis of our survey data
indicated that female students and upper-class students were more inclined to have an inferiority complex
about their English abilities. Furthermore, students who indicated that they had feelings of inferiority
complex about English were more likely to believe that English is required to function effectively in society.
Additionally, students who obtained an awareness of globalization through school education prior to entering
the university tend to be more familiarity with English. These results seem to suggest that an inferiority
complex about English ability and familiarity with English depend on the content of school education.

１． はじめに
2008 年、学習指導要領が改訂され、小学校 5・6 年生での「外国語活動」が必修になった。週一
回の外国語活動が必須になり、5 年生では「外国語に慣れ親しむ活動や児童の日常生活や学校生
活にかかわる活動」が、6 年生では「国際理解にかかわる交流等を含んだ体験的なコミュニケーシ
ョン活動」がおこなわれることになった（文部科学省 2008a）
。
今回、熊本大学の正規課程の学部生を対象として、アンケート調査をおこなった。対象者のほ
とんどは小学校 5・6 年生での外国語活動を受けている。本調査では小学校で実施していた外国語
活動に関して、調査票の問 11「
（１）どの外国語について学びましたか」という質問がある。その
質問に対して「英語」と回答した人は 94％であった。このことからも本調査の対象者のほとんど
が小学校で英語を学習しているということがわかる。しかし、小学校 5 年生で外国語に慣れ親し
む活動をしてきたにも関わらず、同調査の問 1「Ｉ．英語に親しみを感じる」という質問に対し 1
の「そう思う」と答えた人は 8.2％、2 の「どちらかといえばそう思う」と答えた人は 23.2％であ
った。この 2 つを合わせてみても 3 割程度の人しか英語に親しみを感じていない。また、小学校
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5 年生から少なくとも 8 年間英語を習っていても調査票中の問 1「Ｃ．自分の英語能力にコンプレ
ックスを感じている」に対して「そう思う」
「どちらかといえばそう思う」と答えた人はあわせて
約 6 割であり、過半数の人が自分の英語能力に対してコンプレックスを感じているのである。
ここで、英語コンプレックスとは何かを定義しておく。本稿で述べられている英語コンプレッ
クスとは自身の英語能力に対して抱く劣等感のことを示す。
なぜ対象者のほとんどは英語を 8 年間学校で習ってきたにも関わらず、6 割以上の人が英語コ
ンプレックスを感じているのか。また、英語に親しみを感じた 3 割の人に注目し、どんな要因が
英語に親しみを感じさせているのか。本稿では英語コンプレックスを感じる要因と英語に親しみ
を感じる要因を明らかにするために相関分析と重回帰分析をおこなった。結論として、3 年生以
上の上級生や女子のほうが英語コンプレックスを感じやすいこと、社会で英語が必要だと感じる
ほど英語コンプレックスを感じやすいこと、高校までの教育を通じたグローバル化の認識と英語
への親しみは関連があることがわかった。

２． 英語に対する意識調査の先行研究
１） 大学生に対する英語への意識調査
これまでも、英語に対する意識調査はおこなわれてきた。「鹿児島県内における英語力に不安
を抱える学生への意識調査――小学校外国語活動の教科化を目前にして」（坂本 2018）では「あ
なたは英語が得意ですか、それとも苦手だと思いますか」という質問に対して「大変苦手である」
と答えた人は 31％、「苦手である」と答えた人は 57％であり、約 9 割の人が英語に苦手意識を感
じている。また、英語に苦手意識を感じ始めた時期も質問している。「いつ頃から英語を苦手と
感じるようになりましたか。あてはまるものの番号を１つお答えください」というものである。
この質問の回答結果を見てみると中学 1 年生で苦手意識を感じ始める人が 39％ともっとも多く、
次いで中学 2 年の 31％が多い。中学 2 年生までに約 7 割の人が英語に苦手意識を持ち始めている
ことになる。
２） 中学生・高校生に対する英語への意識調査
ベネッセ教育総合研究所は、全国の中学 1 年生から高校 3 年生 6294 人を対象とした英語学習や
英語への意識に関する調査をおこなっている。その調査の調査項目に「あなたは英語が得意です
か、苦手ですか」というものがある。中学生の回答結果を見てみると「とても得意」「やや得意」
と答えた中学生は 55.6％と、半数以上の中学生が英語が得意だと感じていた。これに対して、高
校生の回答結果を見てみると「とても得意」「やや得意」と答えた高校生は 45.7％と半数を下回
っており、中学生より約 10％低い。次に、英語が「やや苦手」「とても苦手」と回答した高校生
を対象に「あなたが、英語を苦手と感じるようになったのはいつ頃からですか」という質問をし
ている。結果、中学生時代に苦手意識を感じている人が多かった。
３） 小学校英語教育と情意面の研究
豊永・須藤（2017）は小学校英語教育の開始時期が「外国への親しみ」「グローバル人材意識」
などの情意面に影響を与えるかの分析をおこなっている。分析方法として重回帰分析を用いてお
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り、「外国への親しみ」「グローバル人材意識」を従属変数、「小 1 英語開始ダミー」「小 2 英
語開始ダミー」「小 3 英語開始ダミー」「小 4 英語開始ダミー」「小 5 英語開始ダミー」「小 6 英
語開始ダミー」を独立変数として投入している。結果、外国への親しみと小学校の英語開始時期
ダミーはどれも有意ではなく、グローバル人材意識と小学校の英語開始時期ダミーも有意ではな
かった。つまり、小学校で英語教育を早く開始するほど、外国への親しみやグローバル人材意識
が高まるとは言いきれないということが示されている。

３． 英語に対する意識の相関分析
１） 英語への親しみの相関分析
英語に親しみを感じる要因を探るために、調査票中の問 1「Ｉ．英語に親しみを感じる」の相関
分析をおこなった。
まず、今回おこなったアンケート調査にあった調査票中の問 1「Ｉ．英語に親しみを感じる」と
「Ｈ．小・中・高校等での教育を通じて、グローバル化を意識するようになった」の 2 つの設問
を用いて相関分析をおこなった。「Ｉ．英語に親しみを感じる」を「英語への親しみ」とみなし、
「Ｈ．小・中・高校等での教育を通じて、グローバル化を意識するようになった」を「高校までの
教育を通じてグローバル化を意識したか」とみなした。また、調査票の問 1 のサブクエスチョン
A～H は 5 件法であり、「1＝そう思う」「2＝どちらかといえばそう思う」「3＝どちらともいえ
ない」「4＝どちらかといえばそう思わない」「5＝そう思わない」となっている。「英語への親し
み」と「高校までの教育を通じてグローバル化を意識したか」の相関分析では、1％水準で有意で、
相関係数が 0.407 と正の相関がでている。つまり、英語への親しみを感じるほど、高校までの教育
を通じてグローバル化を意識するようになるということである。しかし、この結果は高校までの
教育を通じてグローバル化を意識するほど英語に親しみを感じるようになるという逆の因果関係
を持つ可能性がある。この点には留意しなければならない。
この結果から、
「英語への親しみ」と「高校までの教育を通じてグローバル化を意識したか」は
関係があることがわかった。言い換えると、高校までの教育を通じたグローバル化の認識は英語
への親しみに対して関連があるということである。
学校教育は、グローバル化を意識しなければならない状況にある。それは、日本を訪れる外国
人が増加していることが背景にあると考える。日本政府観光局による年別訪日外客数を見ると、
2000 年には約 457 万人だった訪日外客が 2013 年には 1000 万人を突破し、2017 年では約 2800 万
人となっている（日本政府観光局 2017）
。このように、2000 年代だけ見てみても、日本を訪れる
外国人は増加していることがわかる。それに伴い、学校以外でも英語などの外国語を使う機会が
増加していると考える。本調査の問 3「あなたは過去１年間に、以下のことで英語を読んだり、書
いたり、話したり、聞いたりしたことがありますか。あてはまるものすべてに〇をつけてくださ
い」で「ア．アルバイトや仕事」を選択した人は 11.8％、
「シ．道案内などの偶然のやり取り」を
選択した人は 9.1％であった。この 2 つを合わせると 20.9％となる。これは、この質問でもっとも
多かった「ク．大学の授業」
（24.0％）の次に多い。この結果を見ると、大学以外での英語の使用
機会は少なくない。このような状況の中で、学校教育はグローバル化を意識しなければならない
ようである。事実、文部科学省のホームページには「グローバル化に対応した英語教育改革実施
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計画」というものが公開されている。小学校や中学校で留学生や ALT の先生との交流をした人も
多いように感じる。このような外国の文化や人に触れる機会がグローバル化を意識させるととも
に英語への親しみを感じさせる要因となっていると考える。
２） 英語コンプレックスの相関分析
次に、英語に対してコンプレックスを感じる要因を探っていく。
はじめに、質問票中の問 1「Ｃ．自分の英語能力にコンプレックスがある」と「Ｈ．小・中・高
校等での教育を通じて、グローバル化を意識するようになった」の 2 つを用いて相関分析をおこ
なった。「Ｃ．自分の英語能力にコンプレックスがある」を「英語コンプレックス」とし、「Ｈ．
小・中・高校等での教育を通じて、グローバル化を意識するようになった」を「高校までの教育
を通じてグローバル化を意識したか」とした。結果は 1％水準で有意であったが、相関係数が 0.097
とほとんど相関がなかった。高校までの教育を通じたグローバル化の認識は英語コンプレックス
とあまり関連がないようである。
次に、英語に対するコンプレックスと英語への親しみの相関を見るために調査票中の問 1「Ｃ．
自分の英語能力にコンプレックスがある」と「Ｉ．英語に親しみを感じる」の 2 つの項目の相関
分析をおこなった。結果、相関係数は－0.138 であり、1％水準で有意であった。分析結果は有意
ではあったものの相関係数は 0 に近く、ほぼ相関があるとは言えない。つまり、英語に対するコ
ンプレックスと英語への親しみはあまり関連がないということである。それゆえ、英語への親し
みは英語に対してコンプレックスを感じる要因ではない可能性が高い。英語に親しみを持ってい
るとしても、英語に対してコンプレックスを感じてしまう人もいるため、英語に親しみを持たせ
るだけでは英語コンプレックスが解消されないことがわかった。
次に、英語教育の満足度と英語コンプレックスの関係を見るために調査票中の問 1「Ｃ．自分の
英語能力にコンプレックスがある」と「Ａ．今まで受けた英語教育に満足している」の相関分析
をおこなった。
「Ａ．今まで受けた英語教育に満足している」を「英語教育満足度」の指標とした。
結果は、5％水準で有意であったが、相関係数は－0.075 と 0 に近くこの分析も有意ではあるがご
く弱い相関であり、英語教育満足度は英語コンプレックスを規定する要因とはいいがたい。
最後に、社会での英語の必要性と英語に対するコンプレックスの関係を見るために調査票の問
1「Ｂ．社会に出るまでに英語能力を身につけなければならないと感じる」と「Ｃ．自分の英語能
力にコンプレックスがある」の相関分析をおこなった。
「Ｂ．社会に出るまでに英語能力を身につ
けなければならないと感じる」を「社会での英語の必要性」の指標とした。結果は、1％水準で有
意で、相関係数が 0.269 と弱い正の相関があった。つまり、英語コンプレックスを感じている人ほ
ど社会に出るまでに英語を身につけなければならないと感じているようである。しかし、これも
社会に出るまでに英語を身につけなければならないと感じる人ほど英語コンプレックスを感じて
いるという逆の因果関係を持つ可能性がある。この点には留意しなければならない。

４． 英語コンプレックスの重回帰分析
１） 英語コンプレックスと基本属性などの重回帰分析
次に英語コンプレックスと関連がありそうな性別や学部といった基本属性などの項目との因果
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表 1 独立変数の設定
変数名
女子ダミー

変数の設定（）内は有効パーセント
女子＝1（46％）、男子＝0（54％）

有効度数
861

文系（文学部・教育学部・法学部）＝1
（45.1％）、理系（理学部・医学部・薬学部・工
学部）＝0（54.9％）
何らかの奨学金を受けている＝1（54.8％）、奨
学金を受けていない＝0（45.2％）

文系ダミー

奨学金ダミー
大学でおこなわれる英
語の授業ダミー

社会での英語の必要性
高校までの教育を通じ
てグローバル化を意識
したか
TOEIC-IP の点数
上級生ダミー

大学でおこなわれる英語の授業を履修したことが
ある＝1（57.6％）、大学でおこなわれる英語の
授業を履修したことがない＝0（42.4％）
尺度を逆（1=そう思わない、2=どちらかといえば
そう思わない、3=どちらともいえない、4=どちら
かといえばそう思う、5=そう思う）にして投入

811

877

893

899

「社会での英語の必要性」と同様にして投入

896

点数をそのまま使用

559

上級生（3 年生以上）＝1（27.5％）、下級生（3
年生未満）＝0（72.5％）

840

表 2 各変数と英語コンプレックスの重回帰分析
回帰係数
(定数)

標準化回帰係数

分散増幅因子

3.603

女子ダミー

.364 ***

文系ダミー

-.118

.163

1.070

-.053

1.142

.077

1.106

-.058

-.026

1.019

.029

.032

1.141

英語の授業ダミー

-.055

-.024

1.022

社会での英語の必要性

.315 ***

.263

1.144

-.003 ***

-.267

1.025

上級生ダミー

.183 *

奨学金ダミー
高校までの教育を通じてグローバル
化を意識したか

TOEIC-IPの点数
N

532

決定係数

0.160

自由度調整済み決定係数

0.147

F値

12.466

*** p＜0.01 ** p＜0.05

* p＜0.1
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関係を探るために重回帰分析をおこなった。表 1 と表 2 は独立変数の設定と分析結果である。
従属変数は調査票の問 1「Ｃ．自分の英語能力にコンプレックスがある」（5 件法）の尺度を逆
（1＝そう思う、2＝どちらかといえばそう思う、3＝どちらともいえない、4＝どちらかといえば
そう思わない、5＝そう思わない）にして投入した。結果を見てみると、「女子ダミー」「社会で
の英語の必要性」「TOEIC-IP の点数」の 3 つが 1％水準で有意、「上級生ダミー」が 10％水準で
有意であった。「奨学金ダミー」「文系ダミー」「英語の授業ダミー」「高校までの教育を通じて
グローバル化を意識したか」は有意ではなかった。
英語コンプレックスと性別、英語コンプレックスと英語の社会での必要性は因果関係があるよ
うである。TOEIC-IP の点数は有意ではあるが回帰係数が－0.003 と 0 に近くほとんど関係がない
といえる。重回帰分析で有意という結果がでた「上級生ダミー」「女子ダミー」「社会での英語の
必要性」に注目してみる。
まず、上級生ダミーの結果を見る。重回帰分析の結果から、3 年生以上の学生のほうが英語コン
プレックスを感じているということがわかる。これは、就職活動が大きく関わっているのではな
いかと考える。英語コンプレックスと英語の社会での必要性の考察でも述べるが、就職活動で
TOEIC などの英語のスコアを求められる場合がある。多くの大学生が 3 年生から本格的な就職活
動が始まり、企業によっては TOEIC などの英語のスコアを求められる場合がある。そのため、本
格的な就職活動をしていない 1、2 年生より本格的に就職活動が始まる 3 年生以上のほうが英語コ
ンプレックスを感じているのではないかと推測する。また、3 年生以上から専門の勉強が本格的
になることも考えられる。専門の勉強が本格的になると英語の論文を読む機会が増えたり、海外
でおこなわれる学会に出席する機会があったりと英語に触れる機会が増えるのではないかと考え
る。そのため、3 年生以上のほうが英語コンプレックスを感じやすいのではないかと推測する。
次に、女子ダミーと英語コンプレックスを詳しく見る。重回帰分析の結果から、女子のほうが英
語コンプレックスを感じやすいという結果がでた。そこで、実際に英語のスコアで男女差がある
のかを確かめるために「TOEIC-IP」「センター試験の筆記」「センター試験のリスニング」の平
均点について差の t 検定をおこなった。表 3～表 5 はその結果である。すると、「センター試験の
筆記」の平均点は男子のほうが高いが、「TOEIC-IP」「センター試験のリスニング」の平均点は
女子のほうが高い。特に、「TOEIC-IP」の平均点は女子のほうが 20 点以上高かった。このことか
ら、英語のスコアが女子のほうが低いために女子のほうが英語コンプレックスを感じているとは
いえないことがわかる。女子のほうが英語コンプレックスを感じる他の原因として、女子の自己
評価が低い傾向にあることが考えられる。しかし、実際に女子のほうが自己評価が低い傾向にあ
るのかはわからないため、女子のほうが自己評価が低いために英語コンプレックスを感じている
とは言いきれない。
最後に、英語に対するコンプレックスと英語の社会での必要性について詳しく見てみる。社会
での英語の必要性の回帰係数は正の値をとっているため、英語コンプレックスと社会に出た時の
英語の必要性には正の関係があるということである。これには日本の就職、教育に関する社会背
景と英語に対する苦手意識が関係していると考える。
本調査では、英語の 4 技能（リーディング、ライティング、スピーキング、リスニング）の得
意・不得意について質問した項目がある。調査票の問 4「あなたの英語能力についてお聞きしま
す。それぞれの技能についてあてはまるものを１つ選んで〇をつけてください」というものであ
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表3 TOEIC-IPの平均点の比較
平均値

N

男子

506.93 *

313

女子

528.21 *

242

F値

4.538

* p＜0.1

表4 センター試験の外国語（筆記）の平均点の比較
平均値

N

男子

160.92 *

260

女子

157.19 *

229

F値

3.584

* p＜0.1

表5

センター試験の外国語（リスニング）の平均点の比較
N

平均値
男子

32.55 ***

254

女子

35.85 ***

217

F値

17.039

*** p＜0.01

る。この質問の回答結果を見てみると「とても得意である」「まあ得意である」と答えた人はリ
ーディングで 59.5％、ライティングで 31.8％、スピーキングで 14.3％、リスニングで 28％であっ
た。この結果から、リーディング以外の 3 技能を得意と感じている人が少ないことがわかった。
リーディングも「あまり得意ではない」または「まったく得意ではない」と答えた人は約 4 割お
り、決して少ない人数ではない。本調査の対象者も先行研究の調査対象者と同様に英語に苦手意
識を持っている人が多いと言える。とくにスピーキングに対して苦手意識を持っている人が多い。
しかし、英語を使えなくても困らない環境にいれば、英語に苦手意識を持っていてもコンプレッ
クスまでは感じない可能性もある。実際、日本は日常生活では日本語を使っており、普段から英
語を使っている日本人はそう多くないと考える。EF 英語能力指数という世界最大の成人の英語
能力をランキングしたものがある。EF Education Fist という語学学校が実施しており、毎年ランキ
ングが発表されている。そこでは 2018 年の日本の英語力は 88 カ国中 49 位であり、日本は英語能
力レベルが低いと分類されている（EF Education First 2018）。日本の英語能力が低い原因の 1 つ
として、日本は日本語を母語としている人が多く、普段から英語を使用している人は少ないこと
があげられる。言い換えると、日本では英語ができなくても日常生活ではそう困らないというこ
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とである。
ところが、日常生活で英語を使う機会が少ないにも関わらず、日本社会では英語能力を身に着
けることが必要であると感じている人が多いようである。本調査での「社会に出るまでに英語を
身につけなければならないと感じる」の質問に対して「そう思う」「どちらかといえばそう思う」
と答えた人は 8 割に達した。事実、日本社会では英語が必要であるという認識がある。特に企業
は英語ができることを求められる場合がある。たとえば、就職活動などで TOEIC の点数を見られ
る企業などがある。文部科学省が発表した「国際共通語としての英語能力向上のための 5 つの提
言と具体的施策」ではこう述べられている。
これまでのように大手企業や一部の業種だけではなく、様々な分野で英語力が求められる
時代になっており、英語力の有無が企業の採用や昇進など将来に大きな影響を与えていると
いう事態も指摘されている。（文部科学省 2011: 1）
本調査での結果や文部科学省の文書をみると、日本社会では英語が必要であるという認識がある
ようである。
また、英語教育も英語にコンプレックスを感じさせる要因の 1 つだと考える。日本では、高校、
大学に進学する時にほとんどの場合は英語の試験を受けなければならない。先行研究に示したよ
うに、高校生では半数以上の生徒が、中学生では約 4 割の生徒が英語に苦手意識を持っていた。
就職活動と同じように、苦手と感じていても受験で必要になるために英語ができなければならな
いというプレッシャーを感じ、それが英語コンプレックスにつながっているのではないかと考え
る。栄陽子は『留学で人生を棒に振る日本人――“英語コンプレックス”が生み出す悲劇』でこ
う述べている。
でも、そんな彼らにも「英語コンプレックス」があります。これは、親世代の英語コンプ
レックスが押し付けられているせいもあるかもしれませんが、それ以上に大きな影を落とし
ているのが、受験です。（栄 2008: 44）
この引用文で書かれている「彼ら」とは若者のことを指す。この本によると、戦後のほとんど
の人々はすべてのものが日本のものよりアメリカのもののほうが優れていると思っており、アメ
リカに追いつくためには英語が必要だったが、ネイティブのような流暢な英語が話せずそれがコ
ンプレックスに感じるようになったと述べられている。しかし、最近の若者は日本よりアメリカ
のほうが優れているとは思っていないが英語コンプレックスを感じている。その理由が上記の引
用文で示した受験である。e-Stat という日本の統計を閲覧することができる政府統計のサイトで大
学進学率の推移を見ると、1950 年代には 10％にも届いていなかったが 2009 年には 50％を超えて
いる。つまり、大学進学率は年々増加しているのである。大学に進学する人が増加しているとい
うことは大学入試に必要なセンター試験を受ける人も増加しているということである。センター
試験の科目には英語もある。英語の点数が悪ければ大学に入学することができないかもしれない。
受験科目で英語があることは英語ができなければならないというプレッシャーにつながっている
のではないかと考える。今の若者が英語コンプレックスを感じるのは大学進学率が上がり、セン
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ター試験を受ける人が増える中で受験科目に英語があり、英語ができなければ大学に入学できな
いというプレッシャーがあるからだと考える。また、日本の英語教育が目指す英語力が高いこと
も英語コンプレックスを感じる要因の 1 つであると考える。鳥飼玖美子は『英語教育の危機』に
おいて共通語としての英語を使用する相手の多くは英米以外の文化に属している可能性を指摘し、
こう述べている。
現行の学習指導要領も、新学習指導要領も、従来と変わらず英語圏を対象にした英語コミ
ュニケーション能力を追求しており、「共通語としての英語を使っての異文化コミュニケー
ション」という視点はない。（鳥飼 2018: 186）
英語は世界の多くの国で使われているが国によって微妙な違いがある。イギリスとアメリカの
英語では違う部分もあるし、「ドイツ語訛り」「フランス語訛り」というような訛りもある。した
がって、英語でのコミュニケーションは英語圏並みの流暢な発音でなくともいいにも関わらず、
日本の英語教育では英語圏並みの流暢な発音が求められる。
以上のことから、英語に苦手意識を持っていることに加えて、日本社会では英語は必要であり、
英語を話せなければならないというプレッシャーあること、大学受験、高校受験のほとんどの場
合で英語の科目があること、中学、高校での英語教育では英語圏、主にアメリカの英語をお手本
にして英語を教えるため求められる英語能力が高いことが英語に対してコンプレックスを持つ原
因であると考える。
２） 英語コンプレックスと小学校外国語活動の重回帰分析
次に、英語コンプレックスと小学校の「外国語活動」の授業でおこなわれていた活動内容と英
語コンプレックスの重回帰分析をおこなった。調査票の問 11「（２）その授業では外国語を使っ
て何をしましたか。あてはまるものすべてに〇をつけてください」の回答について「ケ．その他」
以外の回答にダミー変数を作り、独立変数として代入した。従属変数には調査票の問 1「Ｃ．自分
の英語能力にコンプレックスがある」（5 件法）の尺度を逆にして投入した。独立変数について、
その活動をしていた場合は 1、していなかった場合は 0 とした。表 6 はその結果である。
結果は、投入したすべての独立変数は統計的に有意ではなかった。つまり、小学校の外国語の
活動内容は英語コンプレックスには影響を与えないということである。実際、小学生の頃から英
語が苦手だと感じている人の割合は低いようである。中学 1 年生を対象におこなわれた小・中学
校の英語教育に関する調査によると、小学校 6 年生の時に英語が好きだったかという質問で約 6
割の対象者が「そう思う」「まあそう思う」と答えた（ベネッセ教育総合研究所 2011）。小学生
の時点で英語が嫌いな人は少ないようである。また、前節の先行研究のところでも述べているが
中学生以降に英語を苦手だと感じ始める人が多く、中学校入学前に英語を苦手だと感じる人は少
ないようである。これは小学校の外国語活動は成績評価がなくたとえ英語が得意でなくても点数
で評価されるというプレッシャーがないためであると考える。また、小学校の外国語活動は英語
に慣れ親しむことに重点を置いているため、中学校や高校の英語と比べては求められる英語能力
が低い。加えて、活動内容も歌を歌う、ゲームをするなどの遊びに近いものが多い。このような
点が小学校の外国語活動は英語コンプレックスに影響を与えない原因だと思われる。先述したよ
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表6 英語コンプレックスと小学校外国語活動の内容の重回帰分析
回帰係数
(定数)
歌を歌う・聴くダミー

標準化回帰係数

分散増幅因子

3.678
.025

.010

1.132

.109

.034

1.197

映画鑑賞ダミー

.042

.014

1.274

自己紹介や日常会話ダミー

.067

.027

1.211

.027

.010

1.137

外国の催しダミー

-.047

-.018

1.120

文章を読むダミー

-.133

-.044

1.776

.106

.028

1.671

ゲーム・レクリエーション
ダミー

ALTの先生・留学生との交
流ダミー

文法ダミー
N

876

決定係数

0.004

自由度調整済み決定係数

‐0.005

F値

0.437

うに、中学生以降に英語を苦手だと感じる人が多いため、中学生以降で学習する文法につまずき、
苦手だと感じている人が多いのかと思われたが、重回帰分析の結果を見ると文法ダミーは有意で
はなかった。しかし、文法ダミーはそもそも母数が少なく、文法学習の内容も中学校や高校と全
く違う内容である可能性がある。そのため断言はできないが、小学校で文法を習っても英語コン
プレックスは感じていないということになる。英語コンプレックスと文法学習は直接の関係がな
い可能性がある。

５． 結論
これまでの分析結果をまとめると、英語への親しみと高校までの教育を通じてグローバル化を
意識したかについては相関があることが示された。英語コンプレックスを感じる要因は、学年、
性別、英語の社会での必要性があることがわかった。とくに英語コンプレックスは、1 つの要因で
規定されるわけではなく、複数の要因によって規定されていた。また、小学校の外国語活動の内
容は英語コンプレックスには影響しないという結果も得られた。本稿では、英語への親しみと高
校までの教育を通じてグローバル化を意識したかの相関、英語コンプレックスと学年、英語コン
プレックスと性別、英語コンプレックスと英語の社会での必要性、英語コンプレックスと小学校
の外国語活動の内容について考察した。2020 年には小学校での英語教育が大きく変更され、小学
校 3 年生から外国語活動が始まり、小学校 5・6 年生では英語が教科化され成績評価されるように
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なる。前節で「中学、高校での英語教育では英語圏、主にアメリカの英語をお手本にして英語を
教えるため求められる英語能力が高い」と述べたが、これが小学校の英語教育でもあてはまるこ
ととなる。また、成績評価をされることが児童に英語ができなければならないというプレッシャ
ーを与える可能性がある。このことから今後、小学生の頃から英語コンプレックスを持つ子供た
ちがでてくる可能性がある。
先述したように、日本の英語教育には高い英語能力が求められている。そのことが影響し、日
本では日常的に英語を使う人は少ないにも関わらず社会に出ても高い英語能力が必要とされてい
ると思っている人が多いのではないかと考える。また、英語への親しみと高校までの教育を通じ
たグローバル化の認識には相関があることは、グローバル化を意識した学校教育をすれば英語に
親しみを持つ生徒が増える可能性があることを示していると考える。分析結果とその考察から、
英語コンプレックスと英語への親しみの両方で学校教育が関連していることが考えられる。つま
り、英語の情意面は学校教育の内容が関連している可能性がある。
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第８章

大学生の英語意識に効果を与える規定因
Factors Affecting Students’ English Consciousness
澄川

希望

SUMIKAWA Nozomi
According to our survey conducted in October and November 2018 at Kumamoto University, many
students felt an urgency to acquire proficiency in English because of advances in globalization, while not so
many of them feel familiar with English. This paper describes the multiple regression analysis of data
collected through the aforementioned survey and two motivating factors for students: one that creates an
urgency to improve their English abilities and the other that advances their familiarity with English. As a
result of this analysis, the following three matters became clear: (1) positive attitudes of students toward a
globalized society or the necessity of English in their specialized fields were creating an urgency among
students to improve their English abilities; (2) regarding English as necessary in their specializations, having
opportunities to travel and a strong global orientation (a favorable perception of a borderless society) were
the main reasons for feeling familiar with English; and (3) confidence about one’s English reading, writing,
speaking, or listening skill had no significant relevance to one’s sense of urgency to acquire English before
graduation from a university though it did affect the desire to be more familiar with English.

１． はじめに
近年では、グローバル化が急速に進んでいる。それにともない、2011 年文部科学省より提言「国
際共通言語としての英語力向上のための 5 つの提言と具体的施策」（文部科学省 2011）が示され
た。提言では、グローバル化が進む日本は大手企業や一部の業種だけでなく、さまざまな分野で
英語力が求められる時代になっており、英語力の有無が企業の採用や昇進など個人の将来に大き
な影響を与えている事態が指摘されている。たしかに、2010 年に楽天株式会社が英語を社内公用
語にすると発表したことを皮切りに、現在では海外の企業とのビジネスチャンスの増加や優秀な
人材を採用することを狙って株式会社三井住友銀行、アサヒビール株式会社など複数の企業が英
語を社内公用語として使用している。このような企業での就職を考える大学生の場合、英語能力
を身につけなければならないという切迫感を持つようになる可能性もあると考えられる。また、
以上のような大手企業への就職を考えていない場合でも、グローバル化が進む近年の日本社会で
は、日本国内にいながら外国人とコミュニケーションを取る場面や英語を使用する機会は多い。
観光などで日本を訪れた訪日外客数は 2017 年には前年比 19.3％増の 2869 万 1000 人で、日本政府
観光局が統計を取り始めた 1964 年以降最多となった（日本政府観光局 2018）
。在留外国人の数は
年々増加傾向にあり、2018 年末には中長期在留者数は 223 万 2026 人、特別永住者数は 32 万 9822
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人で、これらを合わせた在留外国人数は 256 万 1848 人となり、前年度に比べ 17 万 9026 人増加し
過去最高となっている（法務省 2018）
。さらに、日本から海外へ出国する日本人数を確認すると、
2015 年には 1621 万人、2016 年には 1712 万人、2017 年には 1789 万人と、緩やかな増加傾向が見
られた（日本政府観光局 2018）
。以上のことから、外国人の受け入れが増加している近年の日本
では、大手企業への就職に加え普段どおり生活していても英語に触れる機会があり、またさまざ
まな理由で海外へ出る日本人も増加しているため、英語能力が必要に感じられる場面が増加する
と予想される。
実際、われわれが 2018 年に実施した「外国語ならびに海外に対する大学生の意識と経験等に関
する調査」の集計で得られた事実として、問 1「Ｂ．社会に出るまでに英語能力を身につけなけれ
ばならないと感じる」という設問に「そう思う」
「どちらかといえばそう思う」と回答した人の割
合は 82.3％と大多数であった。先述したグローバル化する日本社会の現状と上記の調査の設問に
対する結果を勘案すると、これからの日本社会を担う大学生の多くは社会に出るまでに英語能力
を身につけなければならないという切迫感やプレッシャーを感じているといえる。
また、切迫感を持つ大学生は大多数であることに比べ、日本国内にいながらも英語に触れる機
会の多い現状で、音楽や映画などの文化的な場面で大学生が持つ英語への親しみの感じ方には特
徴がないといえる。本調査の問 1「Ｉ．英語に親しみを感じる」という設問に対し、「そう思う」
「どちらかといえばそう思う」と回答した人は 31.4％、「どちらともいえない」と回答した人は
31.4％、
「どちらかといえばそう思わない」
「そう思わない」と回答した人は 37.9％と、ばらつきが
見られた。
では、グローバル化が進行し海外に出る日本人も増加している近年の日本社会において、多く
の大学生に英語能力を身につけなければならないと感じさせる規定因は何か。また、大学生に音
楽や映画など、文化的な場面でも使用されるような純粋な言語としての英語に対して、親しみを
感じさせる規定因は何か。以上のことを明らかにしたい。また、社会に出るまでに英語能力を身
につけなければならないと切迫感を持つ場合、英語を一種の実用的なツールとして捉えており、
英語を使えることで何らかの利益を得られる、または英語を身につけることは義務だと考えてい
ると推測される。一方、英語への親しみの感じ方は損得や義務感に左右されず、純粋に個人の感
情や経験によって変動すると考えられる。したがって、英語に対する切迫感と親しみ 2 つの対照
的な思考に影響を与える規定因には差があるのか明らかにしたい。
本稿では、先述した「外国語ならびに海外に対する大学生の意識と経験等に関する調査」での
集計に基づいて、大学生が持つ英語に対する態度の規定因の実証分析を試みる。そのため、先に
も述べた本調査で英語や日本語に関する意識について尋ねた設問、問 1「Ｂ．社会に出るまでに英
語能力を身につけなければならないと感じる」と、
「Ｉ．英語に親しみを感じる」の 2 つを従属変
数とし重回帰分析をおこなう。独立変数には、調査により得られた回答者の性別や文理、学年、
経済状況といった属性だけでなく、海外への渡航回数や、リーディング技能、ライティング技能、
スピーキング技能、リス二ング技能といった英語 4 技能の自己評価、大学生が自分の専攻する専
門的な勉強をする上での英語必要性、因子分析によって推測されたグローバル意識に関する因子
を用いる。
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２． 分析データと変数
先述したとおり、本稿の分析に用いるデータはわれわれが 2018 年に実施した「外国語ならびに
海外に対する大学生の意識と経験等に関する調査」である。日本語を母語とする熊本大学の正規
課程の学部生を調査対象とし、有効回答者数は 904 人得られた。分析で用いる変数の設定と記述
表 1 従属変数の設定と記述統計量
変数名

変数の設定

有効度数

最小値

最大値

平均値

標準偏差

英語習得への切迫感

「社会に出るまでに英語能力を
身につけなければならないと感
じる」
（5 件法）という設問に対
し、そう思う＝5、どちらかとい
えばそう思う＝4、どちらともい
えない＝3、どちらかといえばそ
う思わない＝2、そう思わない＝
1

899

1.00

5.00

4.1279

0.98671

英語への親しみ

「英語に親しみを感じる」
（5 件
法）という設問に対し、そう思
う＝5、どちらかといえばそう思
う＝4、どちらともいえない＝
3、どちらかといえばそう思わな
い＝2、そう思わない＝1

898

1.00

5.00

2.8909

1.14467

表 2 独立変数の設定と記述統計量
変数名

変数の設定

（

）内は有効パーセント

有効度数

平均値

女子ダミー

女子＝1（46.0）、男子＝0（54.0）

861

0.4599

文系ダミー

文系学部＝1（45.1）、理系学部＝0（54.9）

811

0.4513

840

1.75

892

1.9238

818

0.643

898

3.2461

学年

経済状況

渡航回数

専門を学ぶ上での
英語必要性

1 年生＝1（61.2）、2 年生＝2（11.3）、3 年生＝3
（19.9）、4 年生＝4（6.4）、5 年生＝5（1.1）、6 年生＝6
（0.1）
家庭の暮らしを総合的に見て、苦しい＝1（27.7）、普通＝
2（52.2）、ゆとりがある＝3（20.1）
渡航・滞在回数が、なし＝0（57.1）、1 回＝1（25.1）、2
～5 回＝2（14.9）、6～10 回＝3（2.3）、13～50 回＝4
（0.6）
「大学で自分の（希望する）専門的な勉強をする上で、英語
は不可欠だ」という設問に対し、あてはまらない＝1
（12.2）、あまりあてはまらない＝2（19.6）、どちらとも
いえない＝3（19.9）、ややあてはまる＝4（27.7）、あては
まる＝5（20.5）

リーディング技能

リーディング技能について、得意である＝1（59.6）、得意
ではない＝0（40.4）

898

0.5958

ライティング技能

ライティング技能について、得意である＝1（31.8）、得意
ではない＝0（68.2）

898

0.3185

898

0.1437

898

0.2806

スピーキング技能
リスニング技能

スピーキング技能について、得意である＝1（14.4）、得意
ではない＝0（85.6）
リスニング技能について、得意である＝1（28.1）、得意で
はない＝0（71.9）
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統計量を表 1 と表 2 に示す。
本稿では、回答者に 5 段階（
「そう思う」「どちらかといえばそう思う」
「どちらともいえない」
「どちらかといえばそう思わない」
「そう思わない」）で尋ねた問 1「Ｂ．社会に出るまでに英語能
力を身につけなければならないと感じる」と、
「Ｉ．英語に親しみを感じる」という 2 つの設問を
重回帰分析の従属変数とする。これらの名称を、それぞれ「英語習得への切迫感」、「英語への親
しみ」と設定する。独立変数には、
「女子ダミー」
「文系ダミー」
「学年」
「経済状況」といった、本
調査で得られた回答者の属性や、
「渡航回数」
「専門を学ぶ上での英語必要性」
「リーディング技能」
「ライティング技能」
「スピーキング技能」
「リスニング技能」といった項目を使用する。
「経済状
況」とは、具体的な世帯年収ではなく、家庭での暮らしの自己評価に基づく代理指標である。本
調査では世帯年収を尋ねる設問もあるが、サンプル数が十分に得られなかったことや、世帯年収
は高くとも兄弟数などにより生活の苦しさは変わるため、ここでは代理指標を使用する。また、
海外への渡航経験は異なる国の文化や言語に直接触れる機会であり、英語に対する意識に影響
を与えることが考えられるため「渡航回数」を独立変数として用いる。
大学生が専門とする学問を学ぶ上で、論文や研究発表のために英語を勉強することがある。後
述するが、国際的に競争が激しい専門の分野を学ぶ学生や海外の学会で研究発表をする機会が多
い学生も存在し、英語が必要となることで英語取得への切迫感に影響を与えていると推測される。
さらに切迫感だけでなく、実用のためではない情意的な面で英語への意識に影響を与えているか
検討するために「専門を学ぶ上での英語必要性」を独立変数に加える。
先述した文部科学省より示された提言「国際共通言語としての英語力向上のための 5 つの提言
と具体的施策」（文部科学省 2011）では、グローバル社会で求められる外国語能力とは、異なる
国や文化の人々と外国語をツールとして円滑にコミュニケーションを図ることができる能力だと
明言しており、さらに中・高等学校で目指すのはリーディング、ライティング、スピーキング、
リスニングの、バランスの取れた 4 技能の育成であると示唆している。これらの技能が大学生の
持つ、社会に出るまでに英語能力を身につけなければならないという切迫感や、英語への親しみ
に影響を与えているのか検討するため、
「リーディング技能」
「ライティング技能」
「スピーキング
技能」
「リスニング技能」の英語 4 技能を独立変数として追加する。また、英語 4 技能は客観テス
トではなく自己評価に基づく各能力の代理指標として独立変数に追加する。

３． 独立変数に追加する因子得点の算出
１） 因子分析に用いる変数
上で示したとおり、
「英語習得への切迫感」
「英語への親しみ」を従属変数と設定し、10 個の「女
子ダミー」
「文系ダミー」
「経済状況」
「学年」
「渡航回数」
「専門を学ぶ上での英語必要性」
「リーデ
ィング技能」
「ライティング技能」
「スピーキング技能」
「リスニング技能」という変数を独立変数
として重回帰分析をおこなう。さらに、グローバル化に対する大学生の意識は、英語習得への切
迫感や、英語への親しみに効果を及ぼすと予想される。したがって上記の重回帰分析の独立変数
に、因子分析によって算出されたグローバル化に対する大学生の態度の規定因を追加したい。そ
のため、グローバリズムやナショナリズムを規定する設問として、本調査で社会のあり方につい
て回答者に 5 段階（
「そう思う」
「どちらかといえばそう思う」
「どちらともいえない」「どちらか
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といえばそう思わない」
「そう思わない」
）で尋ねた次の 7 つの設問を用いて因子分析をおこなう。
問 8「Ａ．国境を越えて人やモノ・サービスなどの行き来がますます増えるのはよいことだ」
「Ｄ．
日本は積極的に移民を受け入れるべきだ」
「Ｅ．日本はグローバル人材よりも、国内で活躍する人
材を育成するべきだ」「Ｆ．日本人は日本に誇りを持つべきだ」「Ｇ．日本人は郷土や地元に誇り
を持つべきだ」
「Ｈ．新たな価値観を生み出すことよりも、日本の伝統や文化を守り続けることが
大切だ」問 9「Ｂ．日本でも学校や会社などの公的な場面で英語がもっと使われるようになるべ
きだ」という設問である。因子の抽出には、重み付けのない最小二乗法を使用し、プロマックス
回転をおこなった。その結果、3 因子が抽出された。因子パターンを表 3 に示す。
２） 因子分析の結果
はじめに、因子 1 を「文化的内向き志向」と呼ぶことにする。因子 1 は、問 8「Ｆ．日本人は日
本に誇りを持つべきだ」「Ｇ．日本人は郷土や地元に誇りを持つべきだ」「Ｈ．新たな価値観を生
み出すことよりも、日本の伝統や文化を守り続けることが大切だ」以上 3 つの負荷が高かった。
このことから、因子 1 が強ければ日本への誇りや愛国心を持ち、伝統や文化を重視する内向きの
思考が強くなる傾向があるといえる。また、因子 1 は問 8「Ａ．国境を越えて人やモノ・サービス
などの行き来がますます増えるのはよいことだ」と、問 9「Ｂ．日本でも学校や会社などの公的な
場面で英語がもっと使われるようになるべきだ」という設問の負荷がプラスである。しかし問 8
「Ｄ．日本は積極的に移民を受け入れるべきだ」という設問の負荷がマイナスであることから、
因子 1 が強いほど公的な場面での英語使用や産業、観光面でのグローバル化には比較的抵抗を感
ないが、移民の増加などの文化的な概念で日本がグローバル化することを拒む傾向があることが
表3

グローバル社会のあり方に対する態度の因子分析
因子 1

因子 2

因子 3

文化的内向き志向

グローバル志向

経済的内向き志向

.812

.028

.031

.993

-.046

-.039

.374

.096

.258

.071

-.071

.594

.103

.434

-.163

-.085

.533

.193

.024

.539

-.112

問 8F．日本人は日本に誇りを持つべきだ
問 8G．日本人は郷土や地元に誇りを持つべ
きだ
問 8H．新たな価値観を生み出すことよりも、
日本の伝統や文化を守り続けること
が大切だ
問 8E．日本はグローバル人材よりも、国内
で活躍する人材を育成するべきだ
問 8A．国境を越えて人やモノ・サービスな
どの行き来がますます増えるのは
よいことだ
問 8D．日本は積極的に移民を受け入れるべ
きだ
問 9B．日本でも学校や会社などの公的な場
面で英語がもっと使われるように
なるべきだ
因子抽出法：重みなし最小二乗法
回転法：Kaiser の正規化を伴うプロマックス法
5 回の反復で回転が収束した

140

わかる。以上より、因子 1 の名称を「文化的内向き志向」とする。
次に、因子 2 を「グローバル志向」と呼ぶことにする。因子 2 は、問 8「Ａ．国境を越えて人や
モノ・サービスなどの行き来がますます増えるのはよいことだ」
「Ｄ．日本は積極的に移民を受け
入れるべきだ」問 9「Ｂ．日本でも学校や会社などの公的な場面で英語がもっと使われるようにな
るべきだ」以上 3 つの負荷が高いことから、因子 2 が強いほど異なる国の人々や言語、産業など、
さまざまなものが国境を越えることに肯定的なボーダーレスの思考を持つ傾向があるといえる。
したがって、因子 2 の名称を「グローバル志向」とする。
最後に、因子 3 を「経済的内向き志向」と呼ぶことにする。因子 3 は、問 8「Ｈ．新たな価値観
を生み出すことよりも、日本の伝統や文化を守り続けることが大切だ」
「Ｅ．日本はグローバル人
材よりも、国内で活躍する人材を育成するべきだ」という 2 つの設問の負荷が高いことから、内
向きの思考が読み取れる。しかし因子 1「文化的内向き志向」とは対照に、因子 3 は問 8「Ｄ．日
本は積極的に移民を受け入れるべきだ」という設問にはプラスの負荷であり、問 8「Ａ．国境を越
えて人やモノ・サービスなどの行き来がますます増えるのはよいことだ」問 9「Ｂ．日本でも学校
や会社などの公的な場面で英語がもっと使われるようになるべきだ」という設問はマイナスの負
荷であった。以上より、因子 3 が強いほど、日本で異なる国の人々が生活するといった文化的な
面でのグローバル化には比較的抵抗がないが、産業や観光、会社などでの公的な場面での英語使
用といった経済が関連することでのグローバル化は拒む傾向があるといえる。以上より、因子 3
の名称を「経済的内向き志向」とする。
3 つの因子の名称は、便宜的なものであることは断っておきたい。以下では本稿の目的である、
大学生が英語習得への切迫感を持つ規定因と、英語への親しみに効果を与える規定因を明らかに
し、その差を考察するため、因子分析によって算出された 3 つの因子得点を独立変数に加え重回
帰分析をおこなう。

４． 分析結果
以下では、
「英語習得への切迫感」
「英語への親しみ」の 2 つを従属変数とし、
「女子ダミー」
「文
系ダミー」「学年」「経済状況」「渡航回数」「専門を学ぶ上での英語必要性」「リーディング技能」
「ライティング技能」
「リスニング技能」
「スピーキング技能」、因子分析で算出した 3 因子「文化
的内向き志向」
「グローバル志向」
「経済的内向き志向」、以上 13 個の変数を独立変数に加え重回
帰分析をおこない、これらが従属変数に与える効果を検証する。
１） 英語習得への切迫感に対する効果
英語習得への切迫感を従属変数とした重回帰分析の結果が表 4 である。多重共線性は認められ
ず、
「学年」
「渡航回数」の項目は 10％水準で有意差が確認され、
「専門を学ぶ上での英語必要性」
「文化的内向き志向」
「グローバル志向」
「経済的内向き志向」の項目は 1％水準で有意差が確認さ
れた。回帰係数を確認すると、英語習得への切迫感に「渡航回数」
「専門を学ぶ上での英語必要性」
「文化的内向き志向」
「グローバル志向」はプラスの効果、
「学年」
「経済的内向き志向」はマイナ
スの効果を与えていることがわかる。
「女子ダミー」
「文系ダミー」
「経済状況」「リーディング
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表4

英語習得への切迫感に与える効果（重回帰分析）
回帰係数

(定数)

標準化回帰係数

分散増幅因子

3.494 ***

女子ダミー

-.057

-.029

1.138

文系ダミー

.037

.019

1.314

学年

-.063 *

-.069

1.159

経済状況

-.008

-.006

1.033

渡航回数

.069 *

.060

1.163

専門を学ぶ上での英語必要性

.206 ***

.275

1.289

リーディング技能

.078

.039

1.248

ライティング技能

.019

.009

1.269

スピーキング技能

-.115

-.042

1.211

リスニング技能

.058

.027

1.201

文化的内向き志向

.173 ***

.170

1.309

グローバル志向

.243 ***

.180

1.228

-.169 ***

-.113

1.175

経済的内向き志向
N
決定係数
自由度調節済み決定係数
F値

745
.221
.207
15.929

*** p ＜0.01 ** p＜0.05 * p＜0.1

技能」
「ライティング技能」
「スピーキング技能」
「リスニング技能」の項目では有意差は見られな
かった。
また、独立変数のうち標準化回帰係数がいちばん高かったのは「専門を学ぶ上での英語必要性」
であったため、独立変数のうち社会に出るまでに英語能力を身につけなければならないという切
迫感をもっとも強く感じさせる効果を持つのは、専門を学ぶ上での英語必要性であるといえる。
２） 英語への親しみに対する効果
英語への親しみを従属変数とした重回帰分析の結果が、表 5 である。多重共線性は認められず、
「文系ダミー」は 10％水準で有意差が見られ、「経済状況」「リーディング技能」は 5％水準で有
意差が見られた。「渡航回数」「専門を学ぶ上での英語必要性」「ライティング技能」「スピーキン
グ技能」
「リスニング技能」
「グローバル志向」の項目は 1％水準で有意差が見られた。回帰係数を
確認すると英語への親しみに、「文系ダミー」「渡航回数」「専門を学ぶ上での英語必要性」「リー
ディング技能」「ライティング技能」「スピーキング技能」「リスニング技能」「グローバル志向」
はプラスの効果、「経済状況」はマイナスの効果であることがわかる。「女子ダミー」「学年」「文
化的内向き志向」
「経済的内向き志向」の項目では有意差は見られなかった。
また、独立変数のうち標準化回帰係数がいちばん高かったのはグローバル志向であったため、
英語への親しみをもっとも強く感じさせる効果を持つのは、グローバル志向であるといえる。
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表 5 英語への親しみに与える効果（重回帰分析）
回帰係数
(定数)

標準化回帰係数

分散増幅因子

2.227 ***

女子ダミー

.024

.010

1.138

文系ダミー

.154 *

.066

1.317

学年

-.037

-.034

1.160

経済状況

-.129 **

-.077

1.033

渡航回数

.176 ***

.130

1.162

専門を学ぶ上での英語必要性

.122 ***

.138

1.289

リーディング技能

.222 **

.094

1.249

ライティング技能

.295 ***

.119

1.270

スピーキング技能

.444 ***

.136

1.211

リスニング技能

.282 ***

.110

1.201

文化的内向き志向

.013

.011

1.309

グローバル志向

.313 ***

.196

1.228

-.020

1.175

経済的内向き志向

-.035

N
決定係数
自由度調節済み決定係数
F値

744
.223
.209
16.124

*** p ＜0.01 ** p＜0.05 * p＜0.1

５． 考察
１） 大学生が持つ英語習得への切迫感
表 4 より、大学生が社会に出るまでに英語能力を身につけなければならないと切迫感を持つ要
因を考察する。
まず「専門を学ぶ上での英語必要性」の効果について確認すると、英語習得への切迫感に対し
1％水準で有意でありプラスの効果が見られた。したがって、大学生が普段大学で専攻している専
門を学ぶ上で英語が必要であると感じるほど、社会に出るまでに英語能力を身につけなければな
らないと切迫感を持つようになることがわかる。専門を学ぶ上での英語必要性の感じ方には文理
の差があることが、問 2「Ｃ．大学で自分の（希望する）専門的な勉強をする上で、英語は不可欠
だ」の設問と、回答者の文理の関連をクロス表で示した表 6 によって確認された。専門を学ぶ上
で英語が必要かという設問に「あてはまる」と回答した理系の学生が 65.2％であったことに対し、
文系の学生は 27.7％のみが「あてはまる」と回答した。このことから、理系のほうが文系よりも
専門を学ぶ上での英語の必要性を実感する傾向があるといえる。理系学部が専門とする分野の学
問は国際的な競争が激しく、理系は文系よりも学生のうちから海外での学会などで研究発表をお
こなう機会がはるかに多いため、専門を学ぶ上での英語の必要性も理系のほうが感じられ、上記
のような文理の差が出たと推測される。また、社会に出てからもそのまま国際的競争の激しい分

143

表6 専門を学ぶ上での英語必要性と文理の差の関連
専門を学ぶ上での英語必要性
あてはまる

どちらともいえない

あてはまらない

理系

65.2

17.6

17.2

文系

27.7

22.2

50.1

N＝807 p ＜0.01 数値は全体のなかでの行パーセントを表す

野に関連した職業に就く理系の学生もいるため、専門を学ぶ上での英語の必要性を感じるほど社
会に出るまでに英語能力を身につけなければならないという切迫感を強く持つ傾向になるのだと
考えられる。ただし注意したいのは表 5 にあるように、文系ダミーには有意差が見られず、英語
習得への切迫感に文理の差は関連がないという点である。理系であるほど英語能力の習得への切
迫感が強くなるというわけではなく、また、文系のなかにも専門とする学問を海外に発表したい
と考える学生や国際的に競争されている分野に取り組む学生はゼロではないため、英語習得への
切迫感を与える規定因として重要なのは自身の専門を学ぶ上で英語が必要だという思考であると
いえる。
次に「学年」の効果について確認すると、学年が上がるほど社会に出るまでに英語能力を身に
つけなければならないという切迫感を持たなくなることがわかった。この結果には、必修である
英語の授業を下級生が多く受講し、学年が上がると授業で英語に触れる機会は減少することが関
係していると推測する。また、就職活動を意識するようになることも学年が上がるほど英語習得
への切迫感をなくすことに関連していると考えられる。はじめに述べたとおり英語を社内公用語
としている企業も存在するが、日本経済団体連合会が 2018 年に実施した「新卒採用に関するアン
ケート調査結果」の、企業が選考にあたってとくに重視した点を 5 つ選択する設問では、コミュ
ニケーション能力が 82.4％ともっとも高く、続いて主体性が 64.3％、語学力は 6.2％と非常に低か
った。したがって就職活動を本格的におこなう上級生は語学力よりもコミュニケーション能力や
主体性を身につけることに集中すると予想できる（日本経済団体連合会 2018）。以上のことから、
学年が上がるほど社会に出るまでに英語能力を身につけなければならないと切迫感を持つことが
なくなる傾向があると考えられる。
因子分析により算出した因子得点である「文化的内向き志向」「グローバル志向」「経済的内向
き志向」は、いずれも 1％水準で有意であった。
「グローバル志向」が強いほど社会に出るまでに
英語能力を身につけなければならないと感じる傾向があるのは、文化的にも経済的にもグローバ
ル化することに肯定的である態度がこの「グローバル志向」の因子に集まっているため、納得で
きる。興味深いのは、
「文化的内向き志向」が強いほど英語習得への切迫感を持たせるが、対照的
に、
「経済的内向き志向」は切迫感をなくす傾向があるという点である。
「文化的内向き志向」は、
日本の伝統や文化の保護を推奨する立場であるという点で内向き志向であるが、公的場面での英
語使用や産業、観光などのグローバル化に関しては肯定的であり、社会に出てから使用すると考
えられる実用的な英語に比較的抵抗は感じないと考えられる。以上のことから「文化的内向き志
向」は社会に出るまでに英語能力を身につけなければならないと切迫感を持たせる。しかし「経
済的内向き志向」は、観光や産業など経済が関連することへのグローバル化に否定的であり、社
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会に出てから英語を実用する考えがないと推測できる。そのため「経済的内向き志向」は社会に
出るまでに英語能力を身につけなければならないと切迫感を持つことに効果がないのだと考える。
２） 大学生が持つ英語への親しみ
表 5 より、大学生が英語に親しみを感じる要因を考察する。
まず「女子ダミー」が英語への親しみに有意ではなかったことより、英語への親しみに男女の
差は影響がないことがわかった。また、
「文系ダミー」と「渡航回数」、
「グローバル志向」はそれ
ぞれ 10％水準で有意であり、英語への親しみにプラスの効果があったため、文系であることと、
渡航回数が多いこと、グローバル化に対し肯定的な態度であることは英語への親しみを強くする
といえる。これらのことは予想の範疇であった。
次に、
「経済状況」の効果について確認する。経済状況に余裕があると、映画や読書など英語に
触れるさまざまな機会が多いように考えられるが、実際は経済状況の余裕は英語への親しみにマ
イナスの効果をもたらすという興味深い結果がわかった。たしかに、本報告書所収の伊黒論文で
も記述されているように、経済的に余裕がない場合でも渡航回数や留学経験は十分にあり経済的
な余裕の差が英語に対する情意的な面で効果をもたらすとは一概にいえない。
また、
「専門を学ぶ上での英語必要性」は、英語習得への切迫感にプラスの効果を与えていたと
きと同様に英語への親しみにもプラスの効果であり、専門を学ぶ上で英語が必要だと考えるほど
英語への親しみが強くなる傾向がある。映画や音楽といった楽しみを重視した文化的な目的では
なく、専門の勉強のためという実用的な理由で英語を使用する場合でも親しみを感じられるとい
うことは、どのような理由であれ英語に関わること自体が親しみを感じさせる効果をもたらして
いると考えられる。
次に、「リーディング技能」「ライティング技能」「スピーキング技能」「リスニング技能」の英
語 4 技能について見ていく。これら 4 つの独立変数はすべて有意であり、英語への親しみにプラ
スの効果であったことから、技能的な面での自信があるほど英語への親しみを持つ傾向があると
いえる。文部科学省の提言「国際共通言語としての英語力向上のための 5 つの提言と具体的施策」
（文部科学省 2011）では、グローバル社会で求められる外国語能力とは、異なる国や文化の人々
と外国語をツールとして円滑にコミュニケーションを図ることができる能力だと明言されている。
表 5 より、コミュニケーション英語といわれるスピーキング技能の標準化回帰係数が英語 4 技能
のなかでとくに英語への親しみに強い効果を持つことからも、コミュニケーションのための英語
技能に自信があるほど英語への親しみは強くなるといえる。

６． 結語
最後に以上の分析を簡単にまとめる。まず、社会に出るまでに英語能力を身につけなければな
らないと感じることへの規定因を確認すると、渡航回数の多さや専門の勉強のために英語が不可
欠であるとする思考を持つこと、文化的内向き志向やグローバル志向が強いことが、社会に出る
までに英語能力を身につけなければならないという切迫感を持たせる傾向があることがわかった。
また、リーディング技能、ライティング技能、スピーキング技能、リス二ング技能は英語習得へ
の切迫感に影響を及ばさないことも明らかとなった。英語 4 技能の習熟によってグローバル人材
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を育成することを目標とする文部科学省の提言を勘案すると、英語 4 技能に有意差が見られなか
ったのは意外な結果であった。たしかに、英語 4 技能がすでに身についていると自己評価してい
るのなら社会に出るまでにさらに英語能力を身につける切迫感を持つことはない可能性は考えら
れる。さらに同分析で、経済的内向き志向が強いほど、英語取得への切迫感を持たなくなること
がわかった。経済的内向き志向は公的な場面での英語の使用や、産業や観光のグローバル化に否
定的な態度を持つ傾向があることから、この志向が強いほど英語能力を身につける必要性を感じ
なくなるという結果には納得できる。
次に、大学生に英語への親しみを感じさせている規定因をまとめる。文系であることや渡航回
数の多さ、専門を学ぶ上で英語が不可欠であるとする思考やグローバル志向の強さが、英語への
親しみを感じさせることが明らかとなった。また、先述した英語習得への切迫感には影響を及ぼ
さなかったリーディング技能、ライティング技能、スピーキング技能、リスニング技能の英語 4 技
能は、英語への親しみという情意面にはプラスの効果をもたらし、コミュニケーション英語とい
われるスピーキング技能はとくに標準化回帰係数が高かったことから、英語でコミュニケーショ
ンを取ることに自信があれば、強く英語への親しみも感じられるようになるといえる。
はじめに述べたとおり大部分の大学生は社会に出るまでに英語能力を身につけなければならな
いと切迫感を持っており、グローバル化する社会に肯定的である態度や自身の専門的な勉強のた
めに英語が必要だと感じることが切迫感を強めている。しかし、本調査の問 2「Ａ．英語の勉強に
日頃から積極的に取り組んでいる」という設問に「あてはまる」
「ややあてはまる」と回答した人
は 18.6％しか見受けられず、ほとんどがあまり積極的に英語の勉強をしていないことから、切迫
感を持っていても英語の学習を増やすといった行動は起こしていない実態が推測される。英語へ
の親しみは、英語 4 技能への自信や渡航経験、専門を学ぶ上での英語の必要性が影響を与えてい
ることから、情意的な面で効果を与えるのは経験や勉強のために英語に触れることであると考え
られる。以上のことが明らかとなったが、本稿では切迫感を与え、親しみを感じさせるだけでな
く、実際に英語能力を向上させる規定因が何であるか解明できておらず、また実際に日本社会で
生活する上で必ずしも英語能力を身につけるべきだとは断定できない。これらが明らかとなるこ
とで、文部科学省の提言や企業の英語社内公用語化がこれからの日本社会においてどのような効
果をもたらすか知ることができると考えられる。
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第９章

大学生にとっての海外経験の意味
―海外渡航経験と海外就業志向との関係性―

The Meaning of Overseas Travel for University Students:
The Relationship between Overseas Experiences and the Willingness to Work Abroad

三宅

千夏

MIYAKE Chinatsu
Today, it is said that young people in Japan are not too interested in going or working abroad. Indeed, many
university students in this country wish to work in Japan, rather than overseas. Therefore, companies and
governments are working on nurturing “globally competent human resources.” However, it is also true that
there are a certain number of students who are willing to work overseas. In this paper, I will clarify their
reasons for wanting to work abroad. For this purpose, I analyzed the results of our questionnaire survey of
university students, and the findings indicated that experiences of having organized overseas travel by
themselves during the university years (traveling alone or with friends or participating in training programs)
have had the biggest effect on students’ willingness to work overseas in the future. Nevertheless, traveling
overseas is not easy for many students, particularly because of the lack of time and finances. Background
problems include high tuition fees, reduced economic support from parents, the necessity to engage in parttime work, and front-loaded and protracted job searches. To turn students’ eyes to overseas, it is necessary to
tackle these fundamental obstacles.

１． はじめに
近年、若者の海外志向が弱まり、国内で働きたいという内向きの傾向が強まっているといわれ
ている。産業能率大学が 2017 年に実施した「第 7 回新入社員のグローバル意識調査」では、「海
外で働いてみたいと思うか」を尋ねた質問で、
「働いてみたいと思わない」という回答が 60.4％と
なった（図 1）
（産業能率大学 2017）
。前回調査の 2015 年からは 2.7 パーセント減少しているもの
の、2002 年の 29.2％からは大幅に増加しており、海外で働きたくないという若者が多くなってい
る。そして、こうした内向き志向の高まりは、グローバル化への対応が迫られる現代の日本社会
において、解決すべき問題と認識されている。2011 年には新成長戦略実現会議の下に、グローバ
ル人材育成推進会議が設置され、国家戦略の一環としてグローバル人材の育成が目指されている
（グローバル人材育成推進会議 2012）。しかし現実には、海外で働きたいという意識を持つ大学
生も依然として一定数存在しているはずである。だとすれば、そうした人たちの海外への志向は、
何をきっかけに生まれるのだろうか。
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（出典）産業能率大学（2017）「第 7 回 新入社員のグローバル意識調査」をもとに筆者作成。

図 1 海外で働きたいと思うか

本稿では、先の 2018 年 10～11 月に大学の学部生を対象に実施した「外国語ならびに海外に対
する大学生の意識と経験等に関する調査」で得られたデータを用い、とくに将来海外で就業した
いという志向（以下、
「将来の海外就業志向」と略記）にどのような基本属性や意識、経験が関連
しているのかを分析することで、この問いに答えたい。あらかじめ結論を示しておけば、実際に
海外に行った経験がもっとも影響していることがわかった。とはいえ、海外渡航全般が、将来の
海外就業志向にプラスの効果をもたらすわけではない。本稿では、海外渡航の理由として、とく
に「修学旅行」
「家族旅行」
「一人または友人・知人らとの旅行」
「研修やプログラム」という 4 つ
について、将来の海外就業志向への効果を分析した。その結果、
「一人または友人・知人らとの旅
行」と「研修やプログラム」で海外に行った経験のみが、有意な正の効果があることが明らかと
なった。
以下ではこのことを、ロジスティック回帰分析によるデータの解析を通じて示したい。なお、
「一人または友人・知人らとの旅行」と「研修やプログラム」は、おそらくほとんどの場合が、大
学生になってから経験する海外渡航だと思われる。だとすれば、単なる「現代若者気質」という
よりも、そもそも大学生活において短期の海外渡航を阻害する状況があることが、今日の大学生
の内向き志向の一因として考えられるのではないだろうか。つまり、ちょっとした海外経験すら
積めないために、将来的に海外で仕事をするということにイメージがわきにくいということであ
る。以下ではこの点についても、あわせて考察をしたい。

２． 先行研究
現在の日本社会が求めるグローバル人材とは何か。経済産業省（2010）の報告書では、グロー
バル人材には、通常の社会人に求められる「社会人基礎力」（経済産業省が提唱する概念であり、
主体性や計画力、規律性などの基礎的な能力を指す）に加え、
「外国語でのコミュニケーション能
力」と「異文化理解・活用力」の 2 つが必要だとしている。
グローバル化が進展し、こうした人材の需要が高まっている中で、
「若者の海外離れ」が問題視
されている。よく耳にするのは、若者の内向き志向が進み、海外への旅行者や留学生が減少して
いるなどといった話である。しかし、この単純な「若者の海外離れ」の語りに対して多くの専門
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家からは疑問の声があがっている。朝水宗彦（2013）は、大学生も含めた若者の海外離れを「海
外旅行者数の減少」
「海外への留学者数の減少」「海外勤務を希望しない者の増加」という 3 つの
観点から論じている。
「海外旅行者数の減少」や「海外への留学者数の減少」については、少子化
により若者自体の人口が減少しているため、統計だけでは若者の海外離れを語ることはできない
としている。また、
「海外勤務を希望しない者の増加」については、希望する若者と希望しない若
者が二極化しているが、希望する若者を増やすには大学や高校での海外経験がカギとなるだろう
と述べている。中村哲・西村幸子・髙井典子（2014）は、観光行動論の視点から若者の海外旅行の
実態を読み解いている。18～29 歳の男女に対する大規模調査では、海外渡航の経験や、1 年以内
の実施意向についての回答から、「参加者」「希望派」「渡航経験がある消極派」「渡航経験がない
消極派」
「渡航経験がある否定派」
「渡航経験がない否定派」の 6 つに区分し、若者の多様な実態
を明らかにしている。また、海外に行ったことがある人の中でも、1 年以内に絶対に行きたいと答
えている積極的な人や、絶対に行きたくないと答えている否定的な人がおり、同じ海外渡航経験
者であってもさまざまな思いの人がいるといえる。海外旅行に行かない人の理由もさまざまであ
り、若者の中でもとくに学生にとっては「金銭不足」が大きな阻害要因になっているという。ほ
かには言語面の不安などの阻害要因も同じように強く作用している。次に、海外旅行ではなく留
学についてだが、金銭面だけでなくタイミングの問題も重要になってくる。小林明（2011）は、経
済の停滞と家計の悪化の他に、交換留学などの留学時期と学部 3 年後期から開始される就職活動
との重複も大学生の留学を阻害する要因だとしている。時期や時間の制限が理由となるような状
況は、留学に限らず海外旅行にもあてはまるだろう。海外旅行にはまとまった時間が必要で、今
の学生にはそれを捻出することも難しいと考えられる。以上のように先行研究には若者の海外離
れの実態について分析したものが多い一方で、大学生の外向き志向に注目した文献もある。横田
雅弘・小林明（2013）の大学生に対する調査では性別や学年による国際志向性（海外留学や国際
的な仕事への関心、外国人留学生の受け入れ希望など）の違いを分析している。性別では、男子
学生よりも女子学生の方が国際的な仕事への関心が高い。学年で比較してみると、1～2 年生の方
が 3～4 年生よりも国際志向性が高いと述べている。これは、入学当初は自らの将来に明確なイメ
ージができずに国際的な職業にあこがれを抱いている学生が、学年が上がり就職活動の時期が近
づいて就職の現実を見ることで、海外へのあこがれを持たなくなるためだという。グローバル化
が進む社会において、大学には学生の国際志向性を高めるという役割が期待されている。しかし
現実には、学年が上がるにつれて学生の国際志向性は低下してしまっている。横田・小林は、大
学入学当初の漠然とした海外への関心を、具体的な活動や成果に結びつけるための教育やプログ
ラムが必要であると主張している。また、留学ほどではないが、短期の海外旅行の経験も国際的
な仕事への興味を持つことにつながるという結果も出ており、できるだけ早い時期に短くても海
外経験をさせることが有効だと述べている。
われわれは、2018 年 10～11 月に国立大学法人熊本大学の学部生を対象に、
「外国語ならびに海
外に対する大学生の意識と経験等に関する調査」という調査票調査をおこない、904 人分の回答を
収集した。回答者の学年は 1 年生が 6 割を超えており、多少の偏りが認められるが、所属する学
部に関しては大きな偏りはない。以下では、先述した先行研究の知見をふまえ、本調査で得られ
たデータから大学生の将来の海外就業志向には何が影響しているのかを分析する。
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３． 分析結果・考察
１） 海外で働きたいという学生
グローバル化とは、モノや人の国境を越えた移動が活発になることである。そして、そうした
グローバル化が進む社会が必要とするグローバル人材とは、日本と海外を行き来し、日本と海外
との橋渡しをしてくれるような人材である。その役割はこれからの未来を担うことになる若者に
期待されているが、近年、肝心の若者の「海外離れ」や「内向き志向」が問題となっている。実際
に、海外ではなく日本で働いて暮らしたいという若者が圧倒的に多い。今回の調査でも対象者の
多くが日本国内でのみ働くことを希望している。調査票の問 12「あなたは外国で働きたいと思い
ますか。次の中から１つ選んで○をつけてください」という質問への回答は図 2 に示すように、
海外で働くこと（赴任や出張を含む）を希望している人は約 3 割と少なく、日本国内でのみ働く
ことを想定している人は約 7 割もいるという結果になった（
「１．日本では働かず、最初から外国
で働きたい」が 1.9％、
「２．最初は日本で働いて、いずれ外国に渡って働きたい」が 9.5％、
「３．
日本を中心に働き、外国赴任や外国出張をしたい」が 17.2％、
「４．外国で働きたいとはとくに思
っていないが、場合によってはかまわない」が 37.7％、
「５．外国で働きたいとはまったく思わな
い」が 33.7％）
。しかし、そのような状況でも、海外で働くことを望む若者は一定数存在する。で
は、回答者の約 3 割はなぜ海外で働きたいと考えているのか。次項では、何が彼らの将来の海外
就業志向に影響しているのかを分析する。

将来の海外就業志向あり

1.9

9.5

17.2

将来の海外就業志向なし

37.7

33.7

1．日本では働かず、最初から外国で働きたい

（％）

2．最初は日本で働いて、いずれ外国に渡って働きたい
3．日本を中心に働き、外国赴任や外国出張をしたい
4．外国で働きたいとはとくに思っていないが、場合によってはかまわない
5．外国で働きたいとはまったく思わない

図 2 将来海外で働きたいかどうか（N=884）

２） 将来の海外就業志向の要因
学生の海外で働いてみたいという志向は何によって生まれるのか。以下では、先に触れた問 22
（11）の回答をダミー変数（将来の海外就業志向あり＝1、なし＝0）に加工して従属変数とした
ロジスティック回帰分析をおこない、将来の海外就業志向の強さには何が影響しているのか明ら
かにする（表 1）
。独立変数については、先行研究の結果を参考にし、将来の海外就業志向に関わ
ると予想される回答者の基本属性や意識、経験などを使用した（表 2）
。
対象者の基本属性を表す独立変数としては、「1・2 年生ダミー」「女子ダミー」「文系ダミー」
の 3 つを用いた。そのうち将来の海外就業志向に影響を及ぼすものは「女子ダミー」のみであっ
た。回帰係数は－0.373 でオッズ比は 0.689 であり、女子であることが若干のマイナスの効果を及
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表 1 将来の海外就業志向に対する各変数の効果（ロジスティック回帰分析）
回帰係数

オッズ比

1・2 年生ダミー

-.005

.995

女子ダミー

-.373 *

.689

文系ダミー

-.125

.883

英語が不可欠な専攻ダミー

.797 ***

2.219

TOEIC-IP 点数

.001

1.001

英語コンプレックスダミー

.118

1.125

奨学金受給ダミー

-.238

.788

生活満足度ダミー

-.088

.916

日本の将来明るいダミー

.088

1.092

自分の将来明るいダミー

.101

1.106

海外経験ダミー

.968 ***

2.634

-2.080 ***

.125

定数
N

521

-2 対数尤度

566.245

Nagelkerke 決定係数

.132

尤度比のカイ 2 乗値

49.943 ***

*** p＜0.01 ** p＜0.05 * p＜0.1

ぼしているため、女子より男子の方が将来の海外就業志向がやや強いことになる（10％水準で有
意）。株式会社マイナビ（2018）の大学 3 年生に向けた調査でも、今回の調査と同じように男子
の方が海外勤務に積極的という結果が出ている。対して、先に述べたように横田・小林（2013）
は、男子よりも女子の方が海外志向が強いとしている。確かに、男性よりも女性の方が海外に行
く動機を持ちやすいということはさまざまな先行研究で述べられている。藤田結子（2008）は、
日本にはいまだ女性が周縁化されるという社会構造があり、ジェンダー格差を乗り越えるために
も語学習得などを目的として海外渡航をする女性が多いと分析している。外務省（2018）が示す
ように、海外在留邦人は男性より女性の方が多いのも事実である。2017 年 10 月のデータでは、男
性が 64 万 6787 人（47.8％）に対し、女性は 70 万 5183 人（52.2％）と男性よりも約 6 万人多く、
1999 年以降一貫して女性が男性を上回っている。また、濱野健（2014）によると、国際結婚にお
いて夫が日本人であるよりも妻が日本人の方が、海外に住居を置く場合が多く、海外に定住する
女性が多い要因になっているという。しかし、今回の結果とマイナビの調査をあわせて考えると
大学生の段階では男性の方が将来の海外就業志向は強いといえる。学生の間よりも、社会に出て
からの方がジェンダーによる格差問題が多くなり、女性たちは海外に目を向けるようになるのか
もしれない。
「1・2 年生ダミー」については、先述した横田・小林（2013）の、「大学 3 年生以上になると
就職活動が始まり自らの就職に現実味が増すことで、海外への漠然としたあこがれがなくなる」
という知見にもとづいて分析したが、学年と将来の海外就業志向の関係に有意な結果は得られな
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表 2 独立変数の説明
変数名
1・2 年生ダミー

変数の設定 （ ）内は有効パーセント
1・2 年生＝1（72.5）
、3 年生以上＝0（27.5）

女性ダミー
文系ダミー

女性＝1（46.0）
、男性＝0（54.0）
文系（文・教・法）＝1（45.1）
、理系（理・医・薬・工）＝0（54.9）

861
811

TOEIC-IP 点数

点数をそのまま使用した
英語能力にコンプレックスがあると思う＝3（67.1）
、どちらともい
えない＝2（20.5）
、思わない＝1（12.4）
大学で自分の（希望する）専門的な勉強をする上で、英語は不可欠
である＝3（48.2）
、どちらともいえない＝2（19.9）
、あてはまらな
い＝1（31.8）
何かしらの奨学金や学費免除、教育ローンを利用している＝1
（54.8）
、利用していない＝0（45.2）
満足している＝2（38.8）、どちらかといえば満足している＝1
（44.9）、
（どちらかといえば）満足していない＝0（16.3）
日本の将来は明るいと思う＝2（13.4）、どちらともいえない＝1
（48.8）
、思わない＝0（37.8）

559

英語コンプレックス

英語が不可欠な専攻ダミー

奨学金ダミー
生活満足度
日本の将来明るいダミー
自分の将来明るいダミー
海外経験ダミー
修学旅行ダミー
家族旅行ダミー

自分の将来は明るいと思う＝2（32.2）、どちらともいえない＝1
（46.0）
、思わない＝0（21.8）
海外渡航・滞在経験がある＝1（42.9）
、ない＝0（57.1）
修学旅行で海外に行ったことがある＝1（16.7）
、行ったことがない
＝0（83.3）
家族旅行で海外に行ったことがある＝1（13.1）
、行ったことがない
＝0（86.9）

有効度数
840

897

898

877
895
888
889
818
796
796

一人または友人・知人らと
の旅行ダミー

一人または友人・知人らとの旅行で海外に行ったことがある＝1
（9.9）
、行ったことがない＝0（90.1）

801

研修やプログラムダミー

研修やプログラムで海外に行ったことがある＝1（9.2）、行ったこ
とがない＝0（90.8）

801

（注）1）教育学部は数学などの専攻も含むが、教師は対人の職業であり、技術系職種に就く可能性が低いため理系ではなく文
系とした。
2）5 件法と 4 件法の選択肢については 3 件法にまとめ直している。

かった。ただし、学年つまり在籍年数によって将来の海外就業志向に変化が見られないというこ
とは同時に、大学が学生の海外就業志向にプラスの効果を与えていないことを意味する。今回調
査対象とした大学は、文部科学省のスーパーグローバル大学創成支援事業において支援を受けて
いる全 37 大学のうちの 1 校であり、比較的グローバル人材の育成に力を入れている大学といえる
（文部科学省 2019b）。それにもかかわらず、学年が上がるごとに将来の海外就業志向に変化が
ないことから、大学はグローバル人材を育成するという役割を果たせていないといえる。一般的
に大学は、もっとも社会との接続性が高い教育機関である。学生は大学生活の中で、自らの新た
な可能性を見出し、進路選択の幅を広げることができるべきである。しかし、現状の大学のプロ
グラムでは、多くの学生が海外で働くことを自らの選択肢に入れることができていない。大学は
学生に、国際的に活躍できる場を提供できていないのではないだろうか。
続いて、学問分野が学生の将来の海外就業志向に及ぼす影響について分析する。
「文系ダミー」
では有意な結果が出ず、理系と文系では将来の海外就業志向に差が見られなかった。一方で、専
門分野を勉強する上で英語を必要とするかどうかを尋ねた「英語が不可欠な専攻ダミー」では、
はっきりとした差が見られた。回帰係数は 0.797 でオッズ比は 2.219 であり、専門分野で英語が必
要な人ほど、将来の海外就業志向が強いといえる（1％水準で有意）。英語で書かれた論文を読む
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など、勉強する上で英語を必要とする分野は理系に多い。さらに、文系に比べると、理系の学生
は国際的な学会で発表の機会が多く、研究内容では激しい国際競争が存在したりなど、英語が将
来の職に直接結びつきやすいと考えられる。また、理系に比べると数は少ないが、文系にも英語
を必要とする分野は存在する。たとえば、西洋史や英文学など研究に英語の資料を用いる専攻分
野がある。ほかにも、文系には語学とキャリアデザインに力を入れている学科があり、海外で就
職することを自身のキャリアアップの手段として考えている学生が一部存在すると想定できる。
以上のことから、文系理系を問わずに、専門分野が英語を必要とするかどうかが将来の海外就業
志向にプラスの効果を与えているといえる。
次に、英語の能力について見てみる。実際の英語能力を表す客観的な指標として「TOEIC-IP 点
数」を、個人の苦手意識や劣等感を表す主観的な尺度として「英語コンプレックスダミー」を用
いたが、どちらも将来の海外就業志向に対して有意な結果は出なかった1。英語の能力や、それに
ともなう劣等感が、海外で働く志向と関係があるといえないことは予想外の結果である。先に述
べたように、若者の海外渡航にとって「言語面の不安」は大きな阻害要因となる（中村・西村・髙
井 2014）。言語能力は、短期の海外渡航だけではなく、海外で働いて生活する上でも重要な問題
になるはずだ。しかし、分析結果は、たとえ英語の能力が高くなくても、それに対するコンプレ
ックスがあっても、海外で働きたいと思っている人がある程度存在していることを示している。
なぜ、言語面の不安を抱えながらも将来の海外就業志向を持つことができるのだろうか。それは
単なる意識や能力ではなく、後に述べるような彼ら彼女らの海外での経験に起因するものだと思
われる。
続いて、経済面と将来の海外就業志向の関係を見るために用いた「奨学金受給ダミー」でも、
有意な結果は出なかった。現在、日本の大学の授業料は高く、学生やその家庭の経済を圧迫して
いる。文部科学省によると、現在の大学の年間授業料は国立大学で 53 万 5800 円、私立大学は 86
万 8447 円である。国立大学は 1975 年の 3 万 6000 円から増加し、2005 年から変化していないた
め、30 年間で約 15 倍に増加したことになる（文部科学省 2019a）。今の時代、国立大学だから授
業料が安いわけではない。そして、その授業料を賄うべく、奨学金を利用する学生は増加してい
る。調査対象者の中でも、何かしらの奨学金や学費免除、教育ローンを利用している学生は 54.8％
と、半数を超えた。つまり、学生生活を送る上で経済的に余裕のある学生の方が少数派だという
のが現状である。しかし、将来の海外就業志向には有意な差が見られなかったことから、経済状
況によって海外で働きたいという気持ちが左右されるとはいえない。たとえ奨学金を受けている
人の中でも、奨学金返済に必要な資金を稼ぐために国内で働くという比較的リスクの少ない進路
を希望する人もいれば、海外で働くことをキャリアアップとみなして経済力を高めたいと考えて
いる人もいるのかもしれない。
さらに、「生活満足度」「日本の将来明るいダミー」「自分の将来明るいダミー」といった意識
についての 3 つの独立変数からも将来の海外就業志向に対して有意な結果は得られなかった。若
者は物質的に豊かである今の生活に十分満足しているから上昇志向がないといった「若者語り」
では、少なくとも将来の海外就業志向を説明することはできない。また、日本の将来や自分の将

TOEIC-IP は、回答者である熊本大学の学部生が原則全員受験している試験であり、回答率も他
の試験の点数よりも回答率が高かったため、これを用いることにする。
1

154

来が明るいと思っているかも、将来の海外就業志向性と関わりがあるとはいえない。このことか
ら、学生が海外で働きたいと考える理由は、日本の将来は明るくないから海外に希望を見出して
いるからとは考えがたい。こういった漠然とした意識よりも、先述したように大学での専門分野
に英語が必要かどうかや、次に述べる海外渡航の経験の有無など、実際の経験の方が将来の海外
就業志向に影響を及ぼしている。
今回用いた 11 の独立変数の中で、将来の海外就業志向ともっとも強く関係があるのは「海外経
験ダミー」であった。回帰係数とオッズ比はそれぞれ 0.968 と 2.634 で、海外渡航・滞在の経験が
ない人よりもある人の方が将来の海外就業志向が強いことがいえる（1％水準で有意）。これは横
田・小林（2013）による、短期の旅行であっても海外に行くという経験が若者の海外志向を強め
るという調査結果と似ている。実際に経験することで、海外で働く自分の姿の想像がしやすくな
り、海外で働くという新たな進路の選択肢を持てるようになるのだろう。また、先ほど述べた言
語能力やその意識との効果を比較すると、たとえ自らの英語に自信がなくても、現地の言葉や英
語でコミュニケーションをとる経験をすることが将来の海外就業志向にプラスの効果をもたらす
可能性は高い。ただし、海外渡航といってもすべてをひとくくりにはできない。先述したとおり、
海外渡航の経験者の中にも、海外にまた行きたいという人もいれば、もう絶対に行きたくないと
いった否定的な人も存在し、同じ海外渡航でも人によって思いは異なる（中村・西村・髙井 2014）。
誰とどの時期に行くのか、主な目的は観光なのか、それとも研修や学習なのかなど、海外渡航も
さまざまな形態が考えられる。また、自らの「行きたい」という意欲で決定した積極的な渡航も
あれば、そうでない渡航もある。では、どのような海外渡航が将来の海外就業志向にプラスの効
果を及ぼすのだろうか。次項では、海外渡航の形態について詳しく検討する。
３） 渡航形態による効果の違い
将来の海外志向に対して海外渡航の経験が影響を及ぼすことは前項で確認した。では、海外渡
航にもさまざまな形態があるが、どのような海外渡航がより効果を持つのか。ここでは調査票の
問 21（11）の渡航・滞在の理由の中で経験者が多い上位 4 つについて検討する。各理由のもとで
1 度でも渡航経験のある人を経験者として計算した。全回答者 904 人のうち、海外渡航の経験が
ある人は 351 人であった。もっとも多かったのは「修学旅行」の 133 人で、渡航経験者 351 人の
うち 37.9％もの人が経験していた。
次に多かったのが「家族旅行」
の 104 人（351 人のうち 29.6％）
、
3 番目が「一人または友人・知人らとの旅行」で 79 人（351 人のうち 22.5％）、4 番目に多いのが
「研修やプログラム（サマースクールなど）」（以下、「研修やプログラム」と略記）で 72 人（351
人のうち 20.5％）が経験していた（図 3）。
表 4 では、前項のロジスティック回帰分析の結果をモデル 1 とし、新たな独立変数として上記
4 つの渡航滞在理由のダミー変数（
「修学旅行ダミー」
「家族旅行ダミー」
「一人または友人・知人
らとの旅行ダミー」
「研修やプログラムダミー」）を加えた結果をモデル 2 としている。分析の結
果、新しく加えた 4 つのダミー変数のうち、将来の海外就業志向に影響を及ぼすといえるものは、
「一人または友人・知人らとの旅行ダミー」と「研修やプログラムダミー」の 2 つであった。
「一
人または友人・知人らとの旅行ダミー」の回帰係数は 1.225 でオッズ比は 3.405（1％水準で有意）
、
「研修やプログラムダミー」の回帰係数は 0.807 でオッズ比は 2.242 である（5％水準で有意）
。中
でも「一人または友人・知人らとの旅行ダミー」は、どの独立変数よりも高い値をとる。つまり、
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修学旅行

133人

家族旅行

104人

一人または友人・知人らとの旅行

79人

研修やプログラム（サマースクールなど）

72人

経験者数

図 3 渡航・滞在理由上位 4 つ

表 4 将来の海外就業志向に対する各変数の効果（ロジスティック回帰分析）
モデル 1

モデル 2

回帰係数

オッズ比

回帰係数

オッズ比

1・2 年生ダミー

-.005

.995

.255

1.290

女子ダミー

-.373 *

.689

-.484 ***

.616

文系ダミー

-.125

.883

-.194

.824

英語が不可欠な専攻ダミー

.797 ***

2.219

.749 ***

2.114

TOEIC-IP 点数

.001

1.001

.001

1.001

英語コンプレックスダミー

.118

1.125

.191

1.211

奨学金受給ダミー

-.238

.788

-.239

.788

生活満足度ダミー

-.088

.916

-.016

.985

日本の将来明るいダミー

.088

1.092

.075

1.078

自分の将来明るいダミー

.101

1.106

.129

1.138

海外経験ダミー

.968 ***

2.634

.590

1.805

修学旅行ダミー

-.115

.892

家族旅行ダミー

-.122

.885

一人または友人・知人らとの旅行ダミー

1.225 ***

3.405

.807 **

2.242

-2.372 ***

.093

研修やプログラムダミー
定数

-2.080 ***

N
-2 対数尤度

521

513

566.245

539.431

.132

.178

Nagelkerke 決定係数
尤度比のカイ 2 乗値

.125

49.943 ***

*** p＜0.01 ** p＜0.05 * p＜0.1
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67.727 ***

その他の理由における渡航経験や、性別や学年などの基本属性、言語や生活に対する意識のうち、
一人または友人・知人らとの旅行の経験がもっとも将来の海外就業志向と関連があるといえる。
上記 2 つの渡航経験とは異なり、
「修学旅行ダミー」と「家族旅行ダミー」については有意な結
果は得られなかった。よって、修学旅行と家族旅行は将来の海外就業志向に効果があるとはいえ
ない。また、一人または友人・知人らとの旅行と研修やプログラムの間にも効果の大きさに差が
ある。同じ渡航経験でも、渡航形態によってこのような違いが生じるのはなぜだろうか。それぞ
れの渡航形態の性質について検討する。
まず、将来の海外就業志向に対してもっとも高い効果が認められた「一人または友人・知人ら
との旅行」は、個人の積極的な意志によって決定された場合が多いと考えられる。こういった旅
行では、自分たちで行き先や手段を調べ、スケジュールを決めなくてはならない。とくに、航空
機や宿泊施設を別々に手配する場合、その手間も必要になる。旅行会社が提供するパッケージプ
ランを利用する場合でも、自分たちで自由行動の内容を決める必要があり、どちらにせよ個人の
意思決定が重要になる。自由な買い物や交通機関での移動といった経験を通して、日本とは異な
る文化に触れる機会が増え、それに対する理解も深まることだろう。こういった経験をしている
人としていない人で、将来の海外就業志向が異なるというのは納得のいく結果である。
続いて、「一人または友人・知人らとの旅行」の次に高い効果が見られた「研修やプログラム」
についてだが、これも「一人または友人・知人らとの旅行」と同じく、個人の積極的な意志にも
とづいた渡航である考えられる。基本的に、サマースクールなどの研修やプログラムに参加する
には、本人による申請手続きが必要とされる。また、語学習得などのはっきりとした目的意識が
ある渡航という点で、少なくとも海外での活動に関心を持っている人が多いと思われる。では、
同じく積極的な渡航である一人または友人・知人らとの旅行との間で、将来の海外就業志向に対
する効果に、差が出るのはなぜだろうか。その理由は、求められる主体性の高さの違いにあると
いえる。研修やプログラムでは、あらかじめ行き先やスケジュールが決められており、多くの場
合は自分で移動手段や宿を手配する必要はない。対して、個人の旅行となると、先に述べたよう
に一から旅程を決めなくてはならない。また、渡航中の経験も大きく異なるだろう。するべきこ
とが決められている研修よりも、一人旅行や友人との旅行の方が比較的に自由に行動できる。個
人の意思で物事を決められる主体性の高い渡航の方が渡航先での経験が深いものとなり、将来海
外で働きたいという意識につながりやすいといえる。
次に、もっとも経験者の多い「修学旅行」についてだが、将来の海外就業志向には有意な効果
は認められなかった。近年、修学旅行で海外に行くという高校は少なくない2。その中には生徒自
身が国内と海外のどちらに行くか、または数カ国から行きたい国を選べる学校もあり、個人の意
志が少しは反映されている場合もある。ただし、修学旅行は学校行事であり、基本的に参加を強
制されているため、個人の意志が強くは反映されていない。自分自身が渡航の計画を立てたり、
参加の申請手続きをおこなったりしないため、一人旅行や友人との旅行、研修やプログラムより
も主体性が低く従属的な渡航といえるだろう。
また、同じく有意な結果が出なかった「家族旅行」も修学旅行に似て、従属的な性質がある。

文部科学省（2016）によると、外国への修学旅行を実施した高等学校等はのべ 1,279 校（公立 463
校、私立 803 校、国立 13 校）である。
2
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もちろん、子どもである回答者本人が海外旅行に行きたいと言いだして実現するというケースも
あるが、基本的に親などの保護者が計画を立てる場合が大半だろう。大学生になってからの家族
旅行であっても、少なくとも保護者が一緒にコーディネートすることが多い。家族旅行は回答者
本人というより、家族（とくに保護者）の海外への関心が高いために実現する渡航といえる。
以上のことから、同じ海外渡航でも渡航の形態によって将来の海外就業志向への効果は異なり、
主体性の高い渡航の方が、従属的な渡航よりも高い効果を持つといえる。もちろん、もともと海
外で働いてみたいと考えている人だからこそ、積極的に海外旅行をするようになるという逆の因
果関係が存在する可能性も考えられるものの、海外での経験が海外への興味をさらに増す効果は
大きいだろう。繰り返しになるが、横田・小林（2013）も短期の海外旅行であっても学生の国際
志向性に効果をもたらすと述べている。このように海外経験を通して海外への認識に変化が生ま
れることで、海外で働くという心理的ハードルを下げることにつながる可能性もある。とくに、
「一人または友人・知人らとの旅行」の経験は将来の海外就業志向に大きな影響を与える。研修
や修学旅行、家族旅行の場合、渡航中で何か不都合が生じた際には、親や引率の先生などに頼る
ことができる。一方で、一人旅行や友人との旅行の場合、何か困ることがあっても自分たちの力
で解決する必要が生じる。こうした経験が自信になり、海外で働くことへの不安が解消されるの
かもしれない。また、「一人または友人・知人らとの旅行」や「研修やプログラム」の多くは、大
学生になってからの海外渡航だと考えられる。大学は、就職活動が始まるなど、本格的に自らの
将来について考える時期であり、そのような時期に海外経験を積むことが将来の海外就業志向に
強く影響するといえる。

４． 大学生が海外に行くためには
１） 金銭・時間の不足という阻害要因
今回の調査結果と先行研究の検討を通じて、若者の将来の海外就業志向に大きな効果をもたら
すのは学生時代における主体性の強い海外渡航の経験であることが明らかになった。では、当の
大学生たちにとって、海外渡航に行きやすい状況は整っているのだろうか。先行研究によると、
いくつかの阻害要因によって若者は海外に行きづらくなっていると指摘している。そのうちいち
ばん大きいとされるのは経済面の問題である。金銭の不足は、若者の中でもとくに学生にとって
大きな阻害要因になっている。ベネッセ（2016）による大学生の学習や生活に関するインターネ
ット調査でも、海外留学をしたくないという人の約半数（48.1％）が、その理由として「経済的に
難しいから」を選んでいる（図 3）
。
「海外生活が不安だから（治安・衛生面など）」
（39.9％）
、
「語
学力に自信がないから」
（37.5％）
、
「海外に興味がないから」
（37.9％）といった個人の意識や認識
の理由に比べて、経済面の理由は現実的な問題である。実際に多くの大学生にとって経済面の問
題は深刻なものである。その原因として考えられるのは、大学の高い授業料と保護者からの仕送
りなどの減少である。前節でも触れたように、現在の大学の授業料は高く、国立大学でも年間授
業料は 50 万円を超えている。さらに、大学の高い授業料に加えて、大学生の家庭からの給付は
年々減少しているという状況がある。日本学生支援機構の学生生活調査によると、大学生（昼間
部）の家庭からの給付は図 4 に示すように、2008 年度には年間 144 万 9400 円だったのに対し、
2012 年度は 121 万 5200 円、2016 年度は 118 万 700 円と、8 年間で 26 万 8700 円も減少しており、
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（％）
経済的に難しいから

48.1

海外生活が不安だから（治安・衛生面など）

39.9

語学力に自信がないから

37.5

海外に興味がないから

37.1

経済的負担に見合う効果が感じられないから

14.5

時期的に就職活動に支障があるから
周囲が反対するから
就職した後、勤務先のサポートを受けて行くつもりだから
その他

6.3
2.0
1.0
2.8

（出典）ベネッセ（2016）「第 3 回大学生の学習・生活実態調査報告書ダイジェスト版［2016］」を参考に筆者作成。

図 3 留学したくない理由

（万円）
144.94
121.52
118.07

家庭からの給付

33.67
40.85
38.53

奨学金

35.83
32.26
35.61

アルバイト

定額収入・その他

5.44
5.10
4.38

2008年度

2012年度

2016年度

（出典）日本学生支援機構「平成 20（2008）年度学生生活調査結果」「平成 24（2012）年度学生生活調査結果」「平成 28
（2016）年度学生生活調査結果」をもとに筆者作成。

図 4 学生の収入の変化

学生の金銭面が厳しくなっていることがわかる。そのうえ、奨学金を利用するとなると、奨学金
の大半が返済を必要とするため、学生が自由に使える資金がなくなってしまう。このように、現
在の日本には経済的に苦しんでいる学生が多く存在する。たとえ留学や海外旅行に興味があった
としても、それを実現できる経済力を持ち合わせている学生は少ない。もし、学生の経済面の問
題が解決したならば、海外に行く人も多くなると思われる。
金銭面だけではなく、学生の多忙化による時間不足も、彼ら彼女らを海外経験から遠ざけてし
まう要因である。先にも触れたとおり、横田・小林（2013）は、学生の留学を阻害する要因として
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就職活動の早期化と長期化を指摘している。ベネッセ（2016）による調査からも、就職活動の早
期化が年々進んでいることがわかる。4 年生を対象に、卒業後の進路に向けた準備や活動をいつ
ごろから始めたか尋ねた質問を見てみると、
「大学 3 年生の夏休み以前」に開始した学生は、2012
年の 22.1％から、2016 年の 27.1％と、4 年間で 5.0 パーセント増加している。もし学生生活の中
で海外への関心が高まり、留学に興味を持ったとしても、交換留学などの期間が就職活動の時期
に重なってしまえば、留学を実現するのが難しくなる。また、就職活動は、留学だけでなく短期
の海外旅行に行く機会もなくしてしまうと考えられる。児美川孝一郎（2012）によると、多くの
就活生は、企業のインターンシップやガイダンス、面接などのスケジュールが詰まっており、学
校の授業にさえも支障をきたしているという。この状況を考えると、留学はもちろん、短期の海
外旅行に行く時間などないだろう。また、就職活動は時間の面だけでなく、経済面でも学生にと
って大きな負担となる。リクルートスーツを揃えたり、説明会や面接に出かける際の交通費や宿
泊費がかかったり、就職活動にはそれなりの費用が必要になる。もちろん、長引けば長引くほど
その負担は大きくなる。このように、就職活動が学生の海外経験の機会を阻害しているのは明ら
かである。ほかにも、学生の多忙化を進める要因として考えられるのは、日本の学生の多くが経
験しているアルバイトである。ベネッセ（2016）によると、学生生活でアルバイトに力を入れて
いると答えた人は 64.0％もおり、2012 年の 57.3％から 4 年間で 6.7 パーセントの増加が見られる。
さらに、アルバイトに従事する理由として、経済的問題が大きいという現実がある。家庭からの
給付が減ってしまっては自らアルバイトをしてお金を稼ぐ必要が出てくる。学生の時間不足と経
済面の問題は切り離すことができない問題である。
２） 若者の海外旅行の再興
以上で述べたように、若者の海外旅行を阻害するのは、金銭面と時間不足といった 2 つの大き
な要因である考えられる。これらの問題は、若者自身の問題ではなく、日本社会の問題と捉える
必要がある。よって、若者の海外離れを「内向き志向の若者が増えているから」といった単純な
説明で済ませることは間違っている。
さらに、今の若者自身が決して内向きではないといえる根拠として、現在、海外旅行に行く若
者が増えているというデータがある。JTB 総合研究所の海外旅行の実態調査によると、2017 年に
は 20 代女性の海外渡航が前年に比べて 9.1 パーセントも増え、その伸び率は全世代でもっとも高
いという（JTB 総合研究所 2018）
。要因としては、スマートフォンが普及し、SNS（ソーシャル・
ネットワーキング・サービス）やアプリケーションなどを通して簡単に情報を得ることができる
ようになったことがあげられる。また、若者の旅行者の中には、情報を受け取るだけではなく、
自らの海外での体験を写真などとともに SNS で発信する人も増えている。さらに、その投稿を見
た人たちが海外旅行に対して興味を持つようになるというケースは多いだろう。ほかにも、LCC
（格安航空会社）利用の普及により海外旅行の費用が抑えられ、気軽に行けるようになったこと
も大きな理由だと考えられる。国や地域にもよるが、国内旅行よりも海外旅行の方が旅費を安く
済ませられる場合は少なからずある。これらの状況から、海外旅行に行きやすい条件が整えば、
若者は海外旅行に積極的になるといえる。さらに、このまま海外旅行に行く若者が増えれば、海
外で働いてみたいと考える若者が増えていく可能性もある。
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５． 結論
最後にもう 1 度、以上の考察をまとめる。現在のグローバル化進展の中で、日本国内では世界
で活躍できる人材の需要が高まっている。産学官が連携してグローバル人材の育成に取り組んで
おり、とくに社会と接続した教育機関である大学には、学生の国際性を高める役割が期待されて
いる（経済産業省 2010）
。先に述べた文部科学省のスーパーグローバル大学創成支援事業では、
政府によって大学や学生のグローバル化を進めるために、それぞれの大学は留学生受け入れの増
加や外国語による授業数の増加といった目標を設定している。しかし、そうした取り組みがおこ
なわれているにもかかわらず、今回調査した学生の中で海外で働くことに積極的な人は 3 割と少
なかった。このことから、現状の大学のプログラムは学生の海外就業志向を高めるものであると
は言いがたい。では、何が学生の海外就業志向に影響を与えているのか、要因として考えられる
変数を用いて分析をおこなうと、海外渡航の経験がもっともプラスに作用していることが明らか
になった。ただし、海外渡航の中でも修学旅行や家族旅行といった主体性の弱い従属的な渡航は、
将来の海外就業志向に対して有意な効果を持つとはいえない。一方で、強い正の効果があったの
は、一人旅行や友人との旅行と研修やプログラムといった大学時代における主体的な海外渡航経
験である。つまり、若者の海外就業志向を高めるには、大学生になってからの主体的な海外渡航
が重要になる。しかし、現在の大学生にとって、海外渡航は容易に実現できるものではない。金
銭面や時間不足といった問題が学生の海外渡航を阻害してしまう。JTB 総合研究所（2018）の調
査からわかるように、条件さえ整えば、若者は海外旅行に対して積極的になる。海外渡航への興
味がわかない理由は、若者が内向き志向だからではなく、海外に行きにくい状況があるからだ。
「高い授業料」「返済必要な奨学金」「仕送りの減少」「アルバイト勤務」「就職活動の早期化と
長期化」など、学生が直面している問題を放置したまま、「グローバル人材の育成」は達成でき
るのだろうか。受け入れ留学生の数や外国語による授業数を増やすことよりも、優先して解決す
るべき問題は多く存在している。
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第 10 章

グローバル化のなかの大学生の対外感情
―海外の国や地域に対する感情の構造とその規定要因の検討―

University Students’ Attitudes toward Foreign Countries
in the Era of Globalization:
An Investigation into the Structure and Factors

吉田

光

YOSHIDA Hikaru
This paper addresses the structure and determining factors of university students’ attitudes toward foreign
countries. I especially focus on certain aspects of globalization, such as the increase in Japanese outbound
tourists, the growth of foreigners coming to or living in Japan, and the promotion of English education. Today,
Japanese politicians often insist that the increase in human interaction between Japan and other countries
contributes to international friendships, which can be enhanced by learning English. However, this discourse
has never been verified. Therefore, I identify the elements that affect students’ attitudes toward foreign
countries. First, from data of the Public Opinion Survey on Diplomacy for the last four decades, I describe
the historical change in the affinity of Japanese people, especially in South Korea, China, Russia (the former
Soviet Union), and the U.S.A. Second, I comparatively show the characteristics of university students’
attitudes toward these four countries and Taiwan, based on the results of our survey questionnaire.
Interestingly, students expressed less antipathy toward South Korea and China than the general public. Third,
through a multiple regression analysis, I show that students’ familiarity with English can have a positive
effect on their attitudes regarding foreign countries in general. Finally, I suggest that students view
globalization as positive and English as the main means of living in this era of globalization.

１． はじめに
本稿では、グローバル化にまつわる事象として以下の 2 点を挙げる。1 点目は、積極的に日本人
が海外を訪れていること、また、多くの外国人が日本を訪れていることである。2 点目は、英語を
学ぶ必要性が主張されていることだ。本稿では、1 点目に関連して日本人と海外の国や地域との
間の往来とそれに対外感情1が結びつけられる言説があること、また、2 点目に関連して英語が異
文化理解の手助けになることを期待する言説があることにとくに注目をする。
まず、1 点目から具体的に説明する。日本と海外国や地域との往来には「日本と他国との友好」
本稿では「対外感情」という用語を日本国外の国や地域に対する感情（好き・嫌い）という意味
で使用する。
1
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という意味づけがなされることが多い。つまり、国家間の友好のためには直接の往来が重要だと
いうものである。しかし、日本人がとくによく訪れる海外の国や地域に対する日本人の感情には、
この説明と矛盾する事態が存在する。人々の国家間の往来と友好を結びつける言説は本当に正し
いのだろうか。統計データをもとに、日本と海外の国や地域の間の往来がいかにおこなわれてお
り、日本人は海外の国や地域に対してどのような感情を持っているのかを整理する必要がある。
次に、2 点目について具体的に説明する。これからの世界で英語は必須のスキルであると言われ
ている。そのなかでも教育分野で英語を学ぶことによる異文化理解の重要性が主張されている。
たしかに、英語を習得することで英語を話す人々とのコミュニケーションは可能になるだろう。
しかし、コミュニケーション手段としての英語は本当に異文化理解と関係するのだろうか。異文
化理解という用語がそもそも曖昧なものであるため、その効果を厳密に測定することは困難であ
る。本稿では、異文化理解と対外感情は同じものではないが、英語に対する意識や実際におこな
われている外国語活動が、プラスにもマイナスにも対外感情に影響を与えている可能性があるた
めその可能性を検討したい。そのためには英語が対外感情に与える効果について分析する必要が
ある。
以上をまとめると、まず、対外感情の構造を明らかにし、それを規定するものとして日本と外
国の間の往来が関係するのか、また、英語に関する意識や活動は関係するのかを分析する必要が
あるということだ。本稿では地方国立大学の大学生を対象におこなわれた質問紙調査で得られた
データの分析をもとに、大学生の持つ対外感情の構造を明らかにし、その規定要因を探ることで
以上の問に答える。加えて、そこから分かったことをもとに大学生の持つ海外へのまなざしはど
のように説明できるのかを考える。

２． 調査の背景
１） 海外を訪れる日本人と日本を訪れる外国人
日本人が外国を訪れる状況はこの 30 年で大きな変化を遂げた。日本政府観光局（2018a）によ
ると、出国日本人数は、1990 年に 1000 万人をはじめて突破して以来増加を続け、1995 年から増
減はあるもののおおむね 1500 万人から 1800 万人程度で現在まで推移している（図 1）
。
このように、日本から出国する人々は増加してきた。また、現在、1 年間で出国する人の数も日
本の人口の 10％ほどであり、日本人にとって海外へ行くことへの心理的な距離はより近くなって
いると言える。
具体的に訪れている場所は、日本政府観光局（2018a）によると、2016 年の 1 年間で、100 万人
を超える日本人が訪れた国と地域は、中国・韓国・アメリカ・ハワイ・台湾・タイの 6 ヶ所のみ
である2。この 6 ヶ所の 2010 年から 2016 年までの日本人訪問者数は多い順に、中国がおよそ 2100
万人、韓国が 1900 万人、ハワイを除くアメリカがおよそ 1500 万人、ハワイと台湾がおよそ 1000

ハワイはアメリカの内数として測定されている。本稿では、日本人が訪れた場所としてハワイ
とハワイを除いたアメリカを区別し、人数も計算し直してそれぞれ記述している。なお、2016 年
にハワイを訪れた日本人数は日本政府観光局（2018b）を参考にした。
2
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（出典）日本政府観光局（JNTO）日本の観光統計データ「出国日本人数の推移」（2018a）より筆者作成3。

図 1 出国日本人数の推移（1964～2017 年）
万人、タイがおよそ 900 万人である。このように、日本人が訪れる海外のメインは近隣の東アジ
ア、アメリカ、ハワイのようなリゾート地である。
日本人が外国を訪れる際、近隣の東アジア地域、アメリカが中心であるが、反対に、日本を訪
れる外国人も上記の国や地域が大きな割合を占める。日本政府観光局（2018c）の推計では 2018 年
の訪日外国人数は、およそ 3000 万人強であり、韓国・中国・台湾・香港・タイ・アメリカから訪
れる人はそれぞれ 100 万人を超える。なかでも韓国が 750 万人以上、中国が 800 万人以上であり、
この 2 カ国の訪日外国人数が突出して多い。
２） 渡航することと対外感情
このように、現在、日本は近隣の東アジア地域やアメリカで人の行き来が盛んであることが分
かる。では、この国際的な往来がどのような意味を持つとされているのか考える。まずは、東ア
ジア地域からとくに人の往来が多い韓国と中国を取り上げる。外務省（2015）は日韓国交正常化
50 周年に際し、
「日本と韓国は、最も重要な隣国同士で」あるとした上で、
「両国民間の交流と協
力も飛躍的に進展」し、
「日韓両国の間で、芸術、学術、スポーツ、社会など、幅広い分野で両国
民間の交流の促進、相互理解の増進、友好関係の強化がより一層進むことが期待され」るとして
いる。ここでは、国民同士の交流と相互理解や国家間の友好関係が同列に並べられている。国民
同士の交流が具体的に何を示すのか、明確ではないし、個人旅行で韓国に行くという体験が国民
同士で交流したとしてよいか曖昧な点がある。ただし、個人の渡航経験にもとづく盛んな往来が
日韓の深い関わりと関係するものとして認識されているようである。中国についても安倍首相は
2018 年の日中平和友好条約締結 40 周年のレセプションで「この 40 年間の日中関係を支えてきた
もの、そして、これからの日中関係を支えていくものは、国民同士の絆」であり、
「相互理解を増
進する上で何より重要なのは、直接足を運び自らの目でありのままの姿を見ることではないでし

資料中には 2018 年の 1 月～10 月までのデータもあるが、1 年分のデータではなく他の年と比較
することができないためグラフ中に掲載していない。
3

165

ょうか」と述べている（首相官邸 2018）。ここでも、個人が直接その国を訪れることが国家間の
相互理解に結びつくとされている。
韓国と中国について、その国への渡航が友好に結びつくという認識が存在することが分かるが、
同様のことはアメリカに関しても言える。小泉首相（2004 年当時）は、日米交流 150 週年を記念
する式典でのスピーチで、
「日米の友情と信頼関係の根底には、社会のあらゆる階層での人の交流
が脈々と行われております」と述べ、
「人と人の交流の一層の拡大が、太平洋の架け橋となる。こ
うした確信に基づき新たな日米関係を築いていきたいと思います」としている（外務省 2004）。
なぜ、人の交流があれば、その国家間での友情や信頼関係が生まれるのか理由は語られないが、
当然のようにその 2 つは結びつけられている。
上記の言説は、海外渡航経験の多寡と対外感情を直接関連づけているものではない。しかし、
その国との交流が情緒的な結びつきの強さに関係するというロジックは、海外渡航経験が対外感
情に関係するというロジックと通ずるところがある。
３） 英語と異文化理解
海外渡航について考える際に重要になることは、渡航先でどのようにコミュニケーションを取
るのかということである。その行く先々の言語を習得するという人もいるだろうが、多くは英語
を使う人が多いだろう。社会の英語化が進められるなか、英語により幅広い意味づけがなされて
いる。それは、教育政策として英語を学ぶことが異文化理解につながるというものだ。たとえば、
文部科学省（2014）では英語教育の方向性について、
「社会の急速なグローバル化の進展のなかで、
英語力の一層の充実は我が国にとって極めて重要な問題。これからは、国民一人一人にとって、
異文化理解や異文化コミュニケーションはますます重要になる。その際に、国際共通語である英
語力の向上は日本の将来にとって不可欠であり、アジアのなかでトップクラスの英語力を目指す
べきである」とされている。ここでは、グローバル化に伴い英語の重要性が増加するなかで、異
文化理解や異文化コミュニケーションと英語力が結びつけられて論じられている。ここでも、な
ぜ英語力があれば異文化理解につながるのかまでは書かれていないし、そもそも当たり前のよう
に並ぶ英語と異文化理解の 2 つに明確な関係性があるのかさえも分からない。ここで重要なこと
は、英語に対する意識と対外的な意識・情緒に関することが結びついていることである。このロ
ジックが成立するのならば、英語が対外感情にも何らかの影響を与えている可能性も想定できる。
４） 対外感情の謎
ここまでに取り上げた 2 つの可能性を整理する。日本と東アジア地域やアメリカとの間には盛
んな往来が存在し、それが対外感情に関係する可能性と、英語教育が異文化理解と結びつけられ
ることから、外国語に対する態度や活動が対外感情に関係する可能性である。これらの可能性が
成立するのかどうか、実際のデータをもとに検討していく必要がある。たとえば、海外の国や地
域への対外感情が関係するならば、韓国や中国、アメリカのような日本人がよく訪れる国々への
感情はより好ましいものになるだろう。しかし、3 節 1 項に詳述するように、実際には、日本人は
アメリカには親しみを感じても韓国や中国にはそうではないことが分かっている。以下でこの謎
について日本人の海外の国に関する調査をもとに具体的に記述する。
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（出典）内閣府「外交に関する世論調査」（2018）より筆者作成。

図 2 アメリカへの親しみ

３． 先行研究
１） 外交に関する世論調査
「外交に関する世論調査」は海外の国々について日本人の意識に関して、継続的かつ広い規模
でおこなわれている調査だ。この調査は昭和 50（1975）年から、昭和 51（1976）年を除き毎年度
おこなわれている（2015 年度調査は 2016 年 1 月に実施された）。全国の 18 歳以上（2015 年度ま
では 20 歳以上）の日本国籍を有する者を調査対象とし、外交に関する国民の意識を把握し今後の
施策の参考とすることを調査目的としている。
昭和 53（1978）年からは、それ以前の外交政策への評価や外国への興味関心を尋ねる設問に加
え、諸外国に親しみを感じるかという設問が登場する。本稿では、この国々への親しみを尋ねる
設問を分析する。質問文は年度によって国の表記の仕方に違いがあるものの、
「あなたは、〇〇に
親しみを感じますか、感じませんか。この中ではどうでしょうか」である（〇〇は国名）
。選択肢
は、
「親しみを感じる」
「どちらかというと親しみを感じる」
「どちらかというと親しみを感じない」
「親しみを感じない」
「わからない」の 5 件法である。
アメリカ、ロシア（1991 年まではソ連）、中国、韓国の 4 カ国4は、最新の平成 30（2018）年調
査まで継続して親しみを尋ねる設問がある。今回我々の実施した「外国語ならびに海外に対する
大学生の意識と経験等に関する調査」でもこの「外交に関する世論調査」を参考に、この 4 カ国
への感情を扱った。以下では、
「外交に関する世論調査」を概観することで、過去から現在までど
のように日本人のアメリカ、ロシア、中国、韓国への対外感情が変化しているのかを把握する。
まず、図 2 にアメリカへの親しみを示す5。1978 年から 2018 年まで継続して「親しみを感じる」
が「親しみを感じない」を上回っている。それぞれの平均値は、
「親しみを感じる」は 76.0％で、
これまでの調査ではイギリスやフランス、インドなどが調査対象となっていたが現在まで継続
されて調査はされていない。平成 30（2018）年度の調査では、上記 4 カ国に加え、オーストラリ
ア、中東諸国、アフリカ諸国、中南米・カリブ諸国への親近感を尋ねている。
5 外交に関する世論調査について、本稿では、以下「親しみを感じる」は、世論調査の設問の「親
しみを感じる」と「どちらかというと親しみを感じる」の合計であり、
「親しみを感じない」は「親
4
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（出典）内閣府「外交に関する世論調査」（2018）より筆者作成。

図 3 ロシアへの親しみ

「親しみを感じない」は 20.2％でおよそ 50％以上の差がある。2018 年度の調査でも「親しみを感
じる」が 75.5％、
「親しみを感じない」が 22.4％であり、アメリカに高い好感を抱いている傾向は
維持されている。
つづいて、図 3 にロシアへの親しみについてまとめる。ロシアへの親しみはアメリカと対照的
である。ロシアはこれまでの平均が「親しみを感じる」は 14.3％、
「親しみを感じない」が 80.1％
である。65％以上の開きがあり、日本のロシアへの親しみはとりわけ低い。2018 年度調査でも「親
しみを感じる」が 17.7％、
「親しみを感じない」が 78.8％であり、取り上げている 4 カ国中ではも
っとも「親しみを感じる」人の割合が低く、反対に「親しみを感じない」人の割合がもっとも高
い国であった。
次に、図 4 に中国への親しみを示す。中国は 1978 年から 1994 年までは、
「親しみを感じる」が
「親しみを感じない」を上回っている。とくに、その差は 1980 年代の後半まで大きく、1980 年に
は、その差が 60％以上である。1989 年から差は急激に埋まり、1995 年に同数になり、1996 年に
初めて逆転し、
「親しみを感じない」が上回るようになる。しかし、差が拡大することはなく、2003
年まで双方が同じくらいで推移する。2004 年度を境に「親しみを感じない」が「親しみを感じる」
を上回りその差は拡大するようになる。現在も「親しみを感じない」が「親しみを感じる」より
多いという傾向は継続しており、2018 年度は親しみを感じるが 20.8％、
親しみを感じないが 76.4％
であった。1978 年から 2018 年までの「親しみを感じる」の平均は約 46％、
「親しみを感じない」
の平均は約 49％であり、一見すると差があまりないようだが、推移を見ると「親しみを感じる」
が徐々に減り、
「親しみを感じない」が徐々に増え、クロスしていったという傾向が読み取れる。

しみを感じない」と「どちらかというと親しみを感じない」の合計とした。なお、「わからない」
を選んだ人の割合が、
調査開始の 1978 年から 1984 年までは 10％を超える国が存在する。しかし、
それ以後は一貫して国にかかわらず、どの年度でも 10％以下であり、微小であるため除外してい
る。
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（出典）内閣府「外交に関する世論調査」（2018）より筆者作成。

図 4 中国への親しみ
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（出典）内閣府「外交に関する世論調査」（2018）より筆者作成。

図 5 韓国への親しみ

最後に、図 5 に韓国への親しみをまとめる。韓国は、4 カ国中でとくに「親しみを感じる」と

「親しみを感じない」が同程度で推移しており、1978 年から 2018 年の「親しみを感じる」の平均

は約 45％であり、
「親しみを感じない」が約 49％である。韓国への感情は 1998 年までは、おおむ

ね「親しみを感じない」が「親しみを感じる」を上回っており、1999 年から逆転する。2012 年に

再び、「親しみを感じない」がおよそ 20％の差をつけ、「親しみを感じる」を上回るようになる。

以降はその傾向が維持されており、2018 年では、
「親しみを感じる」が 39.4％、
「親しみを感じな

い」が 58.0％である。
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以上を整理すると、調査開始時点から現在まで一貫して日本人は、アメリカに強い親しみを感
じており、ロシアには親しみを感じていない人が多い。この 2 国への親しみは固定されているよ
うだが、中国は、徐々に「親しみを感じる」人が減り、
「親しみを感じない」人が増えてきている
こと、韓国は現在、
「親しみを感じない」が上回っているものの、これまでも交差があり、常にど
ちらかに偏っているわけではない。
２） 社会学的な分析
対外感情についての研究は、社会学を含むさまざまな学域で蓄積があり、50 年以上前の研究も
存在する。
社会学的な研究としては、泉（1953）は東京の小市民に対して異民族問題と名づけ、社会的な
緊張をもたらす要因となる外国との不和を調べるなかで日本人の人種態度を調査しており、国籍
や人種を異にする 16 集団に好き嫌いの順序を尋ねる調査をしている。結果としてとりわけ西洋諸
国が高い好感度を得て、近隣の東アジア諸国は低い順序をつけられることが指摘されている。ま
た我妻・米山（1967）の調査も他国民への好悪を尋ねており、ここでも西欧に好感を持ち、近隣
アジア諸国にはそれほど高い好感を持っていない結果が指摘されている。これら 2 つの先行研究
はいずれも、調査が実施された年代が古く、現代にもそのまま通用するとは言いがたい。比較的
最近の研究として、田辺（2004a）では日本人は西欧を好意的に見る一方で、近隣東アジアの国々
はそれほど好意的に見ていないことや、好感度に世代差や職業、学歴による差があることが示さ
れている。
以上の先行研究が意味することは、
「外交に関する世論調査」からも分かるアメリカなど西欧へ
の好感の存在とそれほどの好感がないアジアという差があること、そして最近の研究から、個人
の属性によって対外感情に違いが生まれるということである。
３） 先行研究の課題
海外の国々に対する日本人の意識についての研究は蓄積があるものの、課題も存在する。具体
的には、
「外交に関する世論調査」には、回答の理由を尋ねる設問がない。また、世論調査の性質
上、どのような要素が作用しているのかを分析をしていない。さらに、感情の分布そのものやそ
の変遷に言及する研究は、
「どうしてそのような感情を持つのか」にまで踏みこまない。日本人の
対外感情として西洋に好意的な感情を抱き、近隣の国々にはあまり好感を持たないということは
研究の蓄積として言えるし、世論調査は現在においてもその構図が維持されていることを示して
いる。そして、感情の分布の要素としてこれまで言及されてきたものとして世代や学歴、職業な
どがある。
しかし、先に見たように社会に存在する渡航経験や対外感情、英語を結びつける言説の存在と
は裏腹に、海外の国々に対する日本人の意識という国際社会のなかで構築され分布している事象
に海外渡航経験や、英語やその他言語の得意・不得意やコンプレックスなどを結びつけて考察し
ている研究は見つからない。現在、日本で生きる人々が抱える意識と性別や暮らし向きなどの基
本属性や政治意識だけでなく、言語・グローバル化についての意識や実際の活動の関係を分析す
ることが本稿に与えられている課題である。
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４． 対外感情の構造6
具体的な規定要因の検討に入る前に、本調査で得られた大学生の対外感情の構造をまとめる。
対外感情を尋ねた設問は、問 20 の A から E である。問 20「あなたは、以下のＡ〜Ｅの国や地域
についてどのような感情を持っていますか。それぞれあてはまるものを１つ選んで○をつけてく
ださい」という質問文で、
「Ａ．韓国」
「Ｂ．中国」
「Ｃ．台湾」
「Ｄ．ロシア」
「Ｅ．アメリカ」に
ついて、
「１．好き」
「２．どちらかといえば好き」
「３．どちらともいえない」
「４．どちらかとい
えば好きではない」
「５．好きではない」の 5 件法で回答を求めた。その結果、先行研究で取り上
げた「外交に関する世論調査」と必ずしも一致するわけではない結果となった。単純集計を図 6 に
示す。
まず、韓国への感情の分布は、「好き」（選択肢の「好き」と「どちらかといえば好き」の合
計）と答えている人は 39.0％、「好きではない」（選択肢の「好きではない」と「どちらかといえ
ば好きではない」の合計）と答えた人の割合は 18.1％であった。やや好感を持ってはいるが、ど
ちらともいえない人も多い7。3 節 1 項で取り上げた「外交に関する世論調査」と比較すると、好
意的な感情を持っている人の割合は 40％弱で共通しているものの、そうでない人の割合が本調査
の方が 40％ほど低い。韓国に対しては本学の学生の方がより好感を抱いていることが分かる。
次に、中国に対する感情は「好き」が 18.7％、「好きではない」が 31.7％であった。中国も韓
国と同様に最頻値は「どちらともいえない」で 48.9％と半数近い。「好きではない」と答えた人
の割合は今回の調査票で取り上げた 5 つの国や地域のなかではもっとも高い。ただし、それでも
「外交に関する世論調査」
と比較すると、
好意的ではない人の割合は 40％以上の大きな差があり、
本学の学生の方が好感を抱いていないという人の割合は低い。好意的な人の割合に大きな差はな
いことから、韓国と同様に、中国についてもより好感を抱いていると言える。
つづいて、台湾は「好き」が 51.0％であり「好きではない」が 3.8％であった。台湾への対外感
情は「外交に関する世論調査」でも問われておらず、経年での変化を捉えることもできない。た
だ、中国本国と大きな差がでたことは注目すべきだ。本稿では、中国を好き、台湾を好きと答え
た人の背景を探ることを大きな目的としており、国家間の好きかどうかの順位が何によるのかま
で言及しない。それでも、大学生は中国と台湾には明確に異なるイメージを抱いていることが確
認できる。

本稿では海外の国や地域に関して以下のように整理している。台湾は日本国内において中国の
一部としてというよりは、独立した地域であると認識されていることを踏まえ、中国とは別個に
扱っている。そのため、調査票でも台湾と中国がそれぞれ設問として存在する。このように整理
した上で分析をおこなう理由は、人々の意識を探る際、その実態に近い枠組みで分析をする必要
があると考えているからである。たしかに日本政府の国家承認に基づく海外の国や地域の捉え方
とは異なる点がある。しかし本稿では、たとえば中国や台湾と聞いた時に何を想起しどのような
感情を覚えるかについてが肝心なのであり、その違いを明らかにする必要があるため以上のよう
に国と地域を扱う。
7 調査実施期間終了後の 2018 年 12 月に韓国艦が海上自衛隊の哨戒機にレーダーを照射したとい
う「レ―ダー照射問題」が起きた。この問題は執筆時（2019 年 1 月）現在も解決しておらず、日
本と韓国の間も緊張関係がつづいている。一連の問題が対外感情を変化させている可能性がある
ことに留意が必要である。
6

171

好き

アメリカ

17.1

どちらともいえない

40.3

好きではない

39.3

1.0

N＝890

ロシア

2.4
9.2

20.6

58.1

9.9

2.2

N＝890

台湾

19.9

31.1

45.2

1.7

N＝890

中国

2.1
5.3

13.4

49.7

20.2

11.5

N＝890

韓国

12.9

26.1

42.9

10.2

7.9

N＝889

好き

どちらかといえば好き

どちらともいえない

どちらかといえば好きではない

好きではない

図 6 海外の国や地域に対する感情

また、ロシアは「好き」が 29.8％で、「好きではない」が 12.1％とどちらも高くない。どちら
ともいえないが 57.2％今回の調査でもっとも高い。「外交に関する世論調査」と比較すると、好
意的な人が 10％ほど多く、好意的でない人が 60％ほど少ない。このことから、やや、本学の学生
の方が好意的な感情を抱いていると言えるが、それでも 60％弱の人がはっきりとした感情ではな
く、「どちらともいえない」としていることは特徴として取り上げられる。
最後に、アメリカは「好き」が 57.4％で「好きではない」が 3.4％であった。今回の調査でもっ
とも好きと答えた人の割合が高い。しかし、好意的な感情を持つ人も好意的でない人も「外交に
関する世論調査」より 20％ほど少ない。韓国・中国・ロシアでは好意的な感情を持つ人は世論調
査よりも多いか、同じくらいだったことから、それらの国とは異なり、好意的な感情を持つ人が
世論調査よりは少ないと言える。
まとめると、まず、アメリカと台湾の好感度が高い。ただ、感情の構造が先行研究で取り上げ
たアメリカには高い好感を持ち、東アジア諸国にはそれほどの好感を抱いていないという態度を
支持するものであると言い切ることはできない。「どちらともいえない」と答えた人の多さの違
いはあるものの、好意的でない感情の人が「外交に関する世論調査」よりも少なく、アメリカに
対しては好意的でない人が増えるなど必ずしも「高く評価される欧米とそうでないアジア地域」
という結果ではないからである。

５． 対外感情の構造の考察
はじめに選択肢の「どちらともいえない」について考える。結果で述べたように、国によって
は半数に及ぶ人が「どちらともいえない」と答えている。単純に考えると「どちらともいえない」
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は好きでも嫌いでもない、または、その感情のちょうど中心として理解することができる。また、
感情は「好き」か「好きではない」のどちらかに分けられるとすると「どちらともいえない」は積
極的に表された感情として処理できないように感じられる。ただ、本稿では「どちらともいえな
い」についていくつかの可能性の検討をする。
「どちらともいえない」と答える人の傾向についてはいくつかの可能性が考えられる。1 つ目
は、国家に対して好きといった感情を覚えることがないということだ。つまり、国家を好き嫌い
という感情を向ける対象とみなしていないということである。2 つ目は、「どちらともいえない」
が無関心も含めた心理的な距離感を表している可能性である。この可能性の妥当性を検討してい
く。1 つ目の可能性では、国ごとの増減が説明できない。今回の調査で「どちらともいえない」が
最大のロシアと最小のアメリカでは約 19％の差がある。この数は国や地域によって抱く気持ちが
異なるということであり、無視できない。その際、2 つ目の可能性が考えられる。これは地理的な
条件や現在の政治情勢から心理的な距離感が生じており、それが「どちらともいえない」に影響
を与えているのではないかということである。この可能性について検討することは今回の調査票
からはできず指摘にとどまるが、
「どちらともいえない」も一種の対外感情が表出したものと捉え
ることは可能だろう。
具体的に、どのような国や地域にどのような感情を覚えるかについて考える。今回の調査から、
大学生は、差はあるものの、おおむね中立的な感情を持っていると言え、とくに好きではないと
いった強硬な感情は、「外交に関する世論調査」の親しみを感じないと比較しても小さい。また、
台湾に関して中国とは異なった感情を抱いているようだ。このようなことから、西欧を高く評価
し、近隣のアジア諸国を低く評価するという価値観が薄まっていることが示唆される。これまで
の研究から対外感情に何らかの傾向があることはたしかである。しかし、それを 1 つに特定する
ことはきわめて難しい。国際政治のあり方や、日本での報道のあり方、個人的なトラブルなどそ
れは多岐にわたる。しかし、何らかの傾向があるということは、完全に個人の感性によって決ま
るのではなく、そのおおまかな傾向のなかで何らかの影響を与えるものがあるということである
し、量的な分析によってそれが一般化可能なものとして提示できる可能性がある。この点に関し
てこれから詳細に見ていく。

６． 規定要因の検討
１） 手法
どの要素が海外の国や地域に対する感情を左右するのかを考えるために、強制投入法を用いた
重回帰分析をおこなう。その際以下で述べる質問項目の内容をもとに独立変数をカテゴリに分け
ている。
海外の国や地域に対する感情のあり方とそれに影響を与えるものについて考えるということは、
海外の国や地域に対する感情を従属変数として、それに影響を与えていそうな要素を独立変数と
して扱い、規定要因を探るということである。従属変数は先に挙げた問 20 である。
なお、分析では、調査票の数値を逆にし、
「好き＝5」
「どちらかといえば好き＝4」
「どちらとも
いえない＝3」
「どちらかといえば好きではない＝2」「好きではない＝1」とする。
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表 1 独立変数一覧表
変数名
女子ダミー

基
本
属
性

年齢
理系ダミー
暮らしの状況ダミー

政
治
意
識

関
す
る
活
動

海
外
や
外
国
語
に

英
語
に
関
す
る
活
動
や
意
識

与党支持ダミー
内閣支持ダミー
海外への渡航回数

変数の設定

有効度数

平均値

女子＝1、それ以外＝0

861

0.460

誕生年から計算

829

19.784

理系＝1、文系＝0

811

0.549

大変苦しい・やや苦しい＝1、それ以外＝0

892

0.277

836

0.490

843

0.708

818

0.96

自由民主党・公明党に投票する＝1、それ以外
＝0
現在の内閣を支持する・どちらかといえば支
持する＝1、支持しない＝0
これまで海外へ渡航・滞在した回数をそのま
ま使用する

訪問国数

これまで訪問したことがある海外の国の数を
そのまま使用する

820

0.89

英語以外積極的勉強ダミー

英語以外の外国語の勉強に日頃から積極的に
取り組んでいる＝1、それ以外＝0

899

0.103

英語積極的勉強ダミー

英語の勉強に日頃から積極的に取り組んでい
る＝1、それ以外＝0

899

0.103

TOEIC-IP の得点をそのまま利用する

559

516.15

898

8.684

897

0.671

899

0.186

TOEIC-IP 得点
英語能力
英語能力コンプレックスダ
ミー
英語親しみダミー

英語の 4 技能の自己評価スコア化した。4 点か
ら 16 点で、得意である方がスコアが高くな
る。
自分の英語能力にコンプレックスがあると思
う＝1、それ以外＝0
英語に親しみを感じると思う＝1、それ以外＝
0

２） 質問項目と変数
設問を質問内容によって 4 つにカテゴリ分けした。対象者の基本属性を尋ねる設問、政治意識
を尋ねる設問、海外や外国語に関する活動を尋ねる設問、英語に関する活動や意識を尋ねる設問
である。このそれぞれのカテゴリについて独立変数を設定した。
具体的に質問項目を上げる。基本属性を問う質問項目からまとめる。
基本属性として、まず問 22「
（１）あなたの性別を教えてください」という設問を使用する（設
問には選択肢として、その他・分からないがあるが本稿の分析では使用しない）
。次に問 22「（２）
あなたの生年月を教えてください」という設問の生まれた年を 2018 から引き、年齢を計算した
（本稿では誕生月は分析に用いない）
。加えて、問 22「（４）あなたの所属する学部学科などを教
えてください」という設問の所属学部を利用して文系と理系に分ける（学科、コース・課程、専
攻は分析に用いない）
。なお、本稿では文系は文学部・法学部・教育学部であり、理系は理学部・
工学部・医学部・薬学部であるとする。教育学部は文系と理系に厳密に分けることが難しいが、
教育分野が理工系分野ではないと考えられるため、ここでは文系とした。家庭の暮らし向きにつ
いては、問 17「あなたのご家庭の暮らしの状況を総合的にみて、どう感じていますか」という設
問を利用する。今回の調査票には家庭の年収を尋ねる設問もあるが、選択式であることや、回答
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拒否が他の設問に比べ多い（904 票のうち 261 票が回答拒否）ことを踏まえ、今回は自身の家庭の
暮らしの状況についての感じ方を暮らし向きの代理指標として使用することとした。
政治意識として、問 21「
（１）いま国政選挙が実施されたとしたら、どの政党に投票したいと思
いますか（衆議院もしくは参議院選挙の比例代表）
」の設問を使い、与党を支持するのかどうかを
変数とした。自民党もしくは公明党に投票するとした回答をここでの与党支持としている。また
問 21「
（２）現在の内閣を支持しますか」から、内閣支持をするかどうかを取り上げる8。
本稿では、海外経験と英語のそれぞれについて、対外感情に関係しているのかどうかを分析す
るため、独立変数としても英語に関するものとそうでないものでカテゴリを別にする必要がある。
まず、海外や外国語に関する活動を尋ねる設問として問 22「
（10）これまでの海外渡航や滞在の
回数と、訪問した国の数を下の空欄にそれぞれお書きください」から渡航・滞在回数と、訪問国
数をそれぞれ使用する。加えて、問 2「Ｂ．英語以外の外国語の勉強に日頃から積極的に取り組ん
でいる」を使用する。
次に、英語に関する活動や意識として、問 2「Ａ．英語の勉強に日頃から積極的に取り組んでい
る」
、および、外国語の試験・検定の受験状況や得点を尋ねる設問である問 22「（９）これまでに
受験された外国語の資格・検定試験等を、次の中からあてはまるものすべてに〇をつけてくださ
い。また、ア～オについてはだいたいの点数・級などもあわせて（

）内にご記入ください」か

ら、TOEIC-IP の得点を分析に用いる。また、問 4「あなたの英語能力についてお聞きします。そ
れぞれの技能についてあてはまるものを１つ選んで○をつけてください」から英語 4 技能（リー
ディング・ライティング・スピーキング・リスニング）が得意か得意でないかの自己評価を用い、
その自己評価をスコア化した。スコア化は英語の 4 技能の自己評価を「とても得意＝4」「まあ得
意＝3」
「あまり得意でない＝2」
「まったく得意でない＝1」とし、4 技能を合算することとした（こ
のことから、このスコアは 4 点から 16 点で変動する）。主観的な得意・不得意の評価に関する設
問であるが今回は対象者の英語能力を表しているとみなす。加えて、問 1「Ｃ．自分の英語能力に
コンプレックスがある」と問 1「Ｉ．英語に親しみを感じる」を使用する。この 2 つの設問につい
ては意識（考え方や感じ方）を問うものであり、独立変数の設定には注意が必要である。ただし、
先述の通り、英語を使うことと国際理解が結びつけられて論じられるなか、その効果を測定する
ために、テストの点数や英語能力の評価だけではなく、英語に対する心理的な距離を踏まえた方
がより実態に近い分析ができると考え、変数として欠くことができないと判断した。
３） 重回帰分析の結果
すべての国と地域について、分散分析の有意確率は 5％水準で有意であり、多重共線性を検証
するために算出した VIF はすべて 5 未満であった。
韓国について、1％水準で有意だった独立変数が、
「女子ダミー」
「暮らしの状況ダミー」で、5％
水準で有意だった変数が「英語親しみダミー」
「TOEIC-IP の得点」、10％水準で有意な変数が「英

調査実施当時（2018 年 10 月）は、第 4 次安倍改造内閣の発足（2018 年 10 月 2 日）と時期が重
なる。そのため人によって現在の内閣のイメージが異なることが想定されるが、本稿では、問 21
（２）を調査開始以前から続く安倍晋三内閣の捉え方として扱う。
8
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表 2 対外感情に効果を与える要因（重回帰分析）
韓国

中国

台湾

ロシア

アメリカ

回帰係数

回帰係数

回帰係数

回帰係数

回帰係数

基本属性
女子ダミー

0.532 ***

年齢

0.002

0.052

-0.056

理系ダミー
暮らしの状況ダミー

-0.482

***

0.226 **

0.064

-0.078

0.003

0.017

-0.002

-0.238 **

-0.041

-0.013

0.020

**

-0.137

-0.108

-0.095

-0.138

-0.130

-0.005

-0.310

政治意識
与党支持ダミー

-0.164

-0.281 **

-0.029

内閣支持ダミー

0.095

0.197 **

0.156

0.198 **

0.341 ***

海外や外国語に関する活動
海外渡航や滞在の回数

-0.047

0.007

-0.042

訪問した国の数

0.078

-0.005

0.128

英語以外積極的勉強ダミー

0.299 *

0.273

0.219

0.039

0.054

-0.101

**

-0.011

-0.011

0.016

0.045

0.316 **

0.296 **

0.048

0.145

英語に関する活動・意識
英語積極的勉強ダミー
TOEIC-IP の得点
英語能力

-0.001

**

0.040

0.000

-0.001

0.035

0.012

-0.001

**

*

0.000

0.026

0.027

0.012

0.025

英語能力コンプレックスダミー

0.027

0.078

0.200

英語親しみダミー

0.335 **

0.257 **

0.376 **

0.374 ***

0.347 ***

3.226 ***

1.650 **

3.321 **

2.814 **

3.518 ***

決定係数

0.150

0.089

0.081

0.130

0.130

F値

5.434

4.084

4.084

2.709

4.620

447

447

447

447

447

定数

サンプルサイズ
*** p＜0.01

** p＜0.05

* p＜0.1

語以外積極的勉強ダミー」である。中国について、
「理系ダミー」
「暮らしの状況ダミー」
「与党支
持ダミー」
「内閣支持ダミー」
「英語親しみダミー」が 5％水準で有意だ。台湾について、1％水準
で有意な変数が「英語親しみダミー」であり、5％水準で有意だった独立変数が「女子ダミー」、
「訪問した国の数」「英語能力コンプレックスダミー」である。ロシアについて、1％水準で有意
な変数が「英語親しみダミー」であり、5％水準で有意だった独立変数が「内閣支持ダミー」「英
語以外積極的勉強ダミー」であり、10％水準で有意な変数が「TOEIC-IP の得点」である。アメリ
カについて、1％水準で有意だった独立変数が「内閣支持ダミー」「英語親しみダミー」である。
プラスの効果を与える（好きという感情を持つ要因として考えられる）変数とマイナスの効果を
与える（嫌いという感情を持つ要因として考えられる）変数に分け、整理すると以下のようにな
る。なお、表中の斜線は、有意な変数が存在しなかったことをあらわす。
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表 3 有意な独立変数一覧
プラスの効果

マイナスの効果

韓国

「女子ダミー」「英語親しみダミー」「英語
以外積極的勉強ダミー」

「暮らしの状況ダミー」「TOEIC-IPの得点」

中国

「内閣支持ダミー」「英語親しみダミー」

「理系ダミー」「暮らしの状況ダミー」「与党
支持ダミー」

台湾
ロシア
アメリカ

「女子ダミー」「訪問した国の数」「英語コ
ンプレックスダミー」「英語親しみダミー」
「英語親しみダミー」「内閣支持ダミー」
「英語以外積極的勉強ダミー」
「内閣支持ダミー」「英語親しみダミー」

ここで、矛盾する結果が出たものについて整理する。中国への政治意識の影響について「内閣
支持ダミー」と「与党支持ダミー」の効果が反対になっている。
「内閣支持ダミー」は標準化係数
が－0.143、
「与党支持ダミー」は標準化係数が 0.91 であり、
「内閣支持ダミー」の方がより強く影
響を与えていると言える。また、台湾への感情について「英語コンプレックスダミー」と「英語
親しみダミー」の双方が影響していると言える。「英語コンプレックスダミー」の標準化係数が
0.108 で、
「英語親しみダミー」の標準化係数が 0.203 であり、
「英語親しみダミー」の方がより強
く影響を与えていると言える。

７． 規定要因の考察
まず、性別による差であるが、「女子であることが、韓国と台湾への感情にプラスに作用する」
ということが言える。これには、文化的な結びつきが関係していると考えられる。たとえば K-POP
などの韓流ブームや台湾の情報に女子の方が反応しやすく、その結果として好意的な感情につな
がっているということである。
次に、本稿が主たる分析の対象としている言語についてであるが、すべての国と地域で「英語
への親しみ」とのプラスの効果が確認できた。これは、
「英語に親しみ感じていれば、対外感情が
よくなる」と言えるということだ。反対に、訪問国数や英語以外の外国語の勉強などの英語以外
の外国語や海外経験は、国によってばらつきがあり、対外感情と大きく括り考察することは不可
能であろう。ではなぜ、
「英語に親しみを感じていれば、対外感情がよくなる」となるのだろうか。
今回の調査票にある国や地域ではアメリカのみが公用語に英語をとっており、その他の国や地
域にはそれぞれ独自の言語がある。しかし、分析の結果、すべての国や地域において英語との関
わりがあった。このことを踏まえるならば、大学生が捉える世界（海外の国や地域）は英語を通
して見ている、つまり、世界と聞いて強大に英語がイメージされるのではないかと言える。当然、
中国語やロシア語などのその国々の言語を知らないということは考えられず、優先されるものが
英語なのだということだ。この可能性は先行研究や本稿でも指摘したアメリカが群を抜いて高い
好感度でその他の国がそれに及ばないことや、歴史的に見ても西洋に好感を持ち、近隣の国には
それほどの好感を持っていないことも理解できるようになる。英語圏を中心とした序列を作って
おり、非英語圏はそのなかで下位に位置づけられているということである。しかしこれでは本調
査での結果である、
「アメリカへは高い好意があり東アジアへはあまり好意がないといった傾向が
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必ずしも認められなかった」ということが説明できない。さらに、
「英語といえばアメリカ」とい
うような連想を前提にしており、英語がそういった捉え方をされていない可能性について考える
必要性はやはり残る。
ここで、もう一つの可能性として検討するのが、世界を国家という枠組みで捉えるのではなく、
世界を全体として捉えようという考え方だ。この考え方では、英語が必ずしも特定の国と結びつ
かず、むしろ世界に出るための手段としての役割を果たす可能性が出てくる。この態度が本人の
自覚の有無にかかわらず、大学生にも見られる可能性がある。つまり、英語に親しみを感じてい
る人のなかに、韓国やアメリカという枠で考えずに、地球全体という枠組みで、それらを肯定的
に考えるということである。
この可能性は、本調査で得られたデータからも言える。たとえば、調査票の問 8「Ａ．国境を越
えて人やモノ・サービスなどの行き来がますます増えるのはよいことだ」という設問で、グロー
バル化についての態度を聞いている。結果は、有効回答 890 のうち、
「そう思う」と「どちらかと
いうとそう思う」は合わせて 733 票（82.4％）で、
「そう思わない」と「どちらかというとそう思
わない」は合わせて 22 票（2.5％）であった。もちろん、このことからいわゆるナショナリズム的
な思考をする学生がいないということまで主張することはできない。しかし、グローバル化につ
いて好意的な学生の多さは、世界規模のつながりを前提とした思考が大学生の間に共有されてい
ることを示唆している。

８． 結語
本稿では、グローバル化の一側面として、盛んな海外渡航と英語化について触れ、それぞれが
対外感情と結びつく可能性を検討した。たしかに、個人旅行などで良い印象のない国にあえて行
くことは考えにくい。だからこそ、海外の国や地域に行くことと対外感情を結びつけそうになる。
しかし、そこには注意が必要である。好きな人が行く傾向にあるからといって、行けば好きにな
るということが同時に成立するわけではない。その点で、改めて規定要因を分析した本稿には意
義があると言えるだろう。
ただし、同様のことが英語への親しみと対外感情との関わりについて言えないかということは
慎重に検討されなければならない。つまり、本稿においては、英語への親しみが対外感情をよく
するということを述べたが、そもそも他国や海外というものについてポジティブな評価をする人
は、英語に親しみを覚えがちである可能性について考えなければならないということだ。ここで、
対外感情と英語への感情には明らかに違いがあることは指摘する。先述の通り、英語教育が押し
広められようとするなかで、英語へ単純に好きや嫌い、親しみを感じるという気持ちをもつこと
は割合容易に想像できる。それに対し、他国への感情は小学生のころから自然に抱くものだとい
うことはできない。そのことを踏まえると、対外感情への規定要因として英語への親しみが持つ
影響力を考える必要性は無くならないだろう。とくに、グローバル化の進展のなかで英語教育が
異文化理解のような感情面に作用するとした言説を取り上げた本稿においては、有意義な分析だ
ろう。
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ゼミ日誌

【前期】
04 月 13 日

第１回授業 ガイダンス

ほとんどの人がじゃんけんに負けてのスタート。
（純粋な志願兵は江川・下田・三宅のみ）
満面の笑みを浮かべた多田先生「みなさん、地獄へようこそ」
メーリングリスト作成
早速、メーリス運用実験として先行研究リスト添付の試行メール競争
04 月 20 日

第２回授業 初の PC 持参・はじめての R♡

班内係決め・調査説明・日程説明・予備知識のための読書会の計画
ゼミ長・副ゼミ長決めもじゃんけん。運がすべてを決める不条理を体感。
04 月 23 日

編集係さんがプロフィールを作成してくれました！ A 班リア充勢ぞろい！

04 月 27 日

第３回授業 『はじめての R』第 2・3 章

・村井潤一郎，2013，
『はじめての R――ごく初歩の操作から統計解析の導入まで』北大
路書房．
・D. ロウントリー（加納悟訳）
，2001，『新・涙なしの統計学』新世社．
お昼休みも返上で作業。
05 月 11 日

第４回授業 『はじめての R』第 4 章

『はじめての R』と『新・涙なしの統計学』の W 使い
統計は難しい…。
05 月 18 日

第５回授業 『はじめての R』第 5 章

久保、研究室にクワガタを連れてくる。
05 月 25 日

第６回授業 先行研究・調査レビュー報告会、および調査票案策定①

・山田雄一郎，2005，
『英語教育はなぜ間違うのか』筑摩書房．（久保担当）
・施光恒，2015，
『英語化は愚民化――日本の国力が地に落ちる』新潮社．
（澄川担当）
・斎藤兆史，2017，『英語襲来と日本人――今なお続く苦悶と狂乱』中央公論新社．（※
「新版あとがき」含む）
（川畑担当）
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06 月 01 日

第７回授業 先行研究・調査レビュー報告会、および調査票案策定②

・阿部公彦，2017，
『史上最悪の英語政策――ウソだらけの「4 技能」看板』ひつじ書房．
（樫村担当）
・鳥飼玖美子，2018，
『英語教育の危機』筑摩書房．
（下田担当）
・カルヴェ，ルイ＝ジャン，2000，
『言語政策とは何か』白水社．
（吉田担当）
06 月 08 日

第８回授業 先行研究・調査レビュー報告会、および調査票案策定③

・田中克彦，1981，
『ことばと国家』岩波書店．
（三宅担当）
・イ・ヨンスク，[1996] 2012，
『
「国語」という思想――近代日本の言語認識』岩波書店．
（生田担当）
・北村友人・杉村美紀共編，2016，
『激動するアジアの大学改革――グローバル人材を育
成するために［増補版］
』上智大学出版．
（伊黒担当）
みんなが考えた質問（驚異の 50 問！）を総務さんがまとめてくれました！ありがとう！
06 月 15 日

第９回授業 先行研究・調査レビュー報告会、および調査票案策定④

先生出張のため不在
・刈谷剛彦，2017，
『オックスフォードからの警鐘――グローバル化時代の大学論』中央
公論新社．
（鈴木担当）
・辻田真佐憲，2017，
『文部省の研究――「理想の日本人像」を求めた百五十年』文藝春
秋社．
（江川担当）
・藤原康弘・仲潔・寺沢拓敬編，2017，
『これからの英語教育の話をしよう』ひつじ書房．
（有村担当）
06 月 22 日

第 10 回授業 調査票作業・統計学、調査倫理の確認

水曜・木曜で作業を進めて、金曜の授業で全体作業のルーティーン
プリテストのプリテスト実施
06 月 29 日

第 11 回授業 調査票作業＆プリテスト実施

総務係は調査票の体裁を整え、班長と技術係は添削、編集係はマニュアル作り
07 月 05 日

下田、疲れすぎでニューヨーク字体に大爆笑。先生ドン引き。

07 月 06 日

第 12 回授業 調査票作業

先生も含め、研究室で作業を続ける。吉田がレイアウトの職人に。
気づけば夜が明けていた（am 6:00）
。ブラック…。
07 月 13 日

第 13 回授業 調査票作業
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07 月 20 日

第 14 回授業 グリーンカレーパーティー（前期慰労会）

下田、ナンを作ってくる。
炊飯器をもちよってジャスミン米を炊きまくった。
炊飯器をバッグに見立て、撮影会。
＜夏休み＞ 調査実習のことは忘れて充実した夏休みを過ごしました
吉田、インドでぼられる。三宅、ラオスの激辛料理に涙する。久保、沖縄・釜山・香
港・東京を飛び回る。生田・江川、台湾で爆食。川畑はクイズ三昧。
【後期】
09 月 28 日

第 15 回授業 後期授業開始！！

調査票の最終確認をし、印刷会社に発注しました。
江川、台風のせいで北海道から帰って来られず…。
10 月 02 日

コーディングフォームとサンプリングシートの作成開始

吉田、コーディングフォーム作りの達人になる。
10 月 04 日

実査にご協力いただける先生方、ならびにその実査日程が確定

各班で説明係や配布・回収係など、担当決めを行う。
編集マニュアル（仮）の完成。
10 月 05 日

第 16 回授業 実査の最終打ち合わせ、コーディングシートの検討

10 月 09 日

実査の開始

再配送中のネームラベルがギリギリ届かず（汗）
授業のみならず、各々知り合いに調査票を大量配布しました。人脈って大事。
多くの学生の前で緊張しましたが、事前練習の甲斐あって高い回収率を達成。
10 月 12 日

第 17 回授業 コーディング開始

まず 1 人 40 部ずつコーディングを担当。
この日からコーディングマニュアルの変更に関するメールで携帯が鳴りやまず…。
10 月 16 日

郵送の回答済み調査票が届き始めました！ 喜び！

10 月 19 日

第 18 回授業

ご協力していただく先生方の授業での配布、まずはひととおり無事に終了。
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10 月 23 日

調査票を 150 部増刷する

調査票がどんどん追加される。コーディングは大変だけどちょっと楽しい。
昼休みに調査票を撒きに出陣。キャンパス内で協力してくれる学生を探し回る。
10 月 26 日

第 19 回授業 ささやかなハロウィンパーティー

下田、突然「トリック・オア・トリート！」と叫ぶ。
11 月 09 日

第 20 回授業

なかなか終わらないコーディング。さすがに飽きてきた。
各自、学園祭期間を満喫しました。
11 月 16 日

第 21 回授業 全員でデータの結合を行う

やっとコーディングから解放！！！！！と思いきや…？
生データにミスが何度も見つかり、伊黒・三宅・下田・樫村で可能なかぎり修正。
樫村、多田先生に「ヤケ酒でもしなよ」とワンカップを差し入れしてもらう。
11 月某日 R も HAD も手に負えない。SPSS に心を決める。
11 月 19 日

生データにまだまだミスが見つかる…。

澄川、有村、伊黒がデータの修正作業を大幅に進めてくれました。
ここで、入力ミスの多かった川畑によるハーゲンダッツのおごりが確定する。
11 月 20 日

再びミスの修正

三宅、吉田、川畑、樫村の大車輪の活躍により、分かるかぎりでデータセットのすべて
のミスを潰しました（祝）
。これで本当に終わりかな？
11 月 21 日

またデータにミスが見つかる…先生が修正してくださいました。

11 月 26 日

先生が新しく購入したスケボーを自慢しに来る。

11 月 29 日

樫村・川畑ペアによる、原本確認と入力ミスの修正

これで本当にデータが完成したようです。
11 月 30 日

第 22 回授業 執筆内容のすりあわせ

各自仮の仮で論文のテーマを発表。
生田、SPSS インストール直後にパソコンが壊れる。
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12 月 07 日

第 23 回授業 執筆マニュアルの確認、分析に関する情報交換

・豊永耕平・須藤康介，2017，
「小学校英語教育の効果に関する研究――先行研究の問題
点と実証分析の可能性」
『教育学研究』84(2): 215-227．
・寺沢拓敬，2014，
「日本社会は『英語化』しているか――2000 年代後半の社会調査の統
計から」
『関東甲信越英語教育学会誌』28: 97-108．
12 月 14 日

第 24 回授業 執筆マニュアルの確認

「分析原稿でよくある要修正点や要改善点」の読み合わせ
後世に語り継がれる先生の名言「答えは頭の中にないんだよ」
12 月 17 日

先生がデータの単純集計を作成してくださいました。

三宅のパソコンのモニターが割れ、研究室のテレビ画面で作業することに。
12 月 21 日

第 25 回（年内最終）授業

忘年会

発砲スチロールいっぱいの牡蠣（20kg）とジンギスカン、おでんにお酒（よなよなエー
ル）！！ 先生ありがとうございます！
そして人狼ゲーム！ …先生が 3 人目の占い師宣言（怪しい）
。李、うるさい。
一番楽しみにしていた生田、牡蠣にあたる。
12 月 25 日

クリスマスだって社学研♡

三宅、社学研でケーキを作る。おいしかった～。ありがとう＾＾
＜冬休み＞ 大晦日だって執筆作業（各自）
ここにきて自由記述データの入力ミスが見つかり、顔面蒼白。
後日ミスを修正し、無事解決。
01 月 04 日

正月明けだって社学研♡

この日から毎日のように 22 時まで社学研に缶詰め生活。先生「大変だね」
みんなの精神状態は常に不安定。
01 月 07 日

地震予知速報がきて、三宅は真っ先にテレビを守る。

生田、直ったはずのパソコンから異常音がする。
01 月 08 日

連日遅くまで残って執筆作業

…あれ？ 明日締め切り？
01 月 09 日

終わらない…。

初稿提出締め切り

この日に提出できたのは 3 人。
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01 月 11 日

第 26 回（新年最初）授業

原稿の体裁の確認などを行う。
01 月 21 日

川畑、投げ文事件勃発

01 月 24 日

チェック、直しの作業の毎日

吉田、パソコン水没に涙する。
みんなの腰が爆発しだしたのもこの頃…（座り作業の長さに、澄川の腰が悲鳴を上げる。
吉田、腰の筋肉がなさすぎて腰痛になる。
）
01 月 25 日

第 27 回授業 完成原稿提出締め切り

だったけど…締め切りが柔軟に伸びていく style

先生「ドンマイ」

澄川、インフルエンザにかかる。
01 月 29 日

卓球大会＠社学研

このへんくらいにみんな原稿が仕上がってきました。
02 月 01 日

第 28 回授業 報告書のタイトル決め＆各自英文要約に取り掛かる

吉田ボツ案「黒船襲来」
「日本開国」 伊黒ボツ案「世界船熊大号」
生田リスペクトの T 枝先生案に決定（ありがとうございます）
この日も遅くまで作業が続き、有村・伊黒「酒飲まないとやってられないよ！」
先生にお酒をおごってもらい、飲酒しながら英文校正。
02 月某日 川畑（倫理学専攻）
「倫理なんてない方が生きやすい」発言、先生に盛大に罵られる。
02 月 08 日

第 29 回授業 本格的に編集作業スタート

表紙の色決め。金茶 VS 橙 VS 吉田色（赤）
結局この日には決まらず…。夜はお好み焼き＠社学研
02 月 13 日

英文要約が校正会社から返ってきました。赤ばっかりだ！ 各々修正作業。

02 月 15 日

第 30 回授業（作業予備日）英文要約の校正

02 月 16 日

編集作業

みんなの原稿を結合！ 三宅、編集の鬼になる。
02 月 18 日

編集作業

吉田、表紙のレイアウトを試行錯誤。
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02 月 19 日

編集作業

吉田、表紙の写真候補として飛行機の写真を印刷しまくる（どれもパッとせずお蔵入り）
。
02 月 20 日

編集作業

川畑のミスが 27 個見つかる。ステーキのおごり確定。
先生、Siri にドイツ語通じず。
02 月 21 日

編集作業

なぜかページがずれる現象が…！
（教訓）はじめにフッダーを入れてから作業しよう。
最後の 1 ピースが揃い、深夜 2 時まで作業。
警備員さんと会うことはもうあるまい…（連日お世話になりました）
。
02 月 22 日

第 31 回授業（作業予備日）

表紙決まった！ 色決まった！
各自体裁を整え…
作業終了！ やった！やった！ おつかれさま！
02 月 26 日

ついにデータ入稿！！！

とうとう終わりました～～～！

終わるもんだね！！

長かった！！ おつかれさま！！！
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あとがき

多田班実習生 in the place to be！
ドープでハーコーな調査実習に注いだ熱い思い ライムに込めてリリック刻んだ YO！

多田光宏先生 負けたジャンケン マジで呆然 顔はゲルニカ 腰はヘルニア
だけど出口が 一番大事
有村未来

年末年始も選択肢なし 研究室にこもりっぱなし
半人前の原稿書き上げ くらうは赤ペン アーメン･･･

生田郁佳

出来ると思ったテキストマイニング

寝ても覚めてもタイピング

連日迫る夜 10 時 警備員さんまた明日
伊黒郁未

苦痛が普通の調査実習 超過勤務で超ブラック
連日のメーリス 先生からの愛はヘビー級

樫村萌

先延ばしで才能なし 終わりたいオールナイト 目が痛いブルーライト

川畑宗太

データ入力に 投げ文 ミスを重ね

久保七海

修羅場でテンションハイ 乗りこえてあげる祝杯

胃を痛め

この面子での校了 まさに僥倖！
下田菜生

作る調査票

澄川希望

インフルエンザ 死ぬ寸前だ だけどゴールはもう目前だ

三宅千夏

PC 画面 見事に割れ 大きな TV 画面に目が慣れ

定まらないフォーマット いつになっても見えない突破口

戻ったモニター小さすぎて困惑 けどあんな災難もうノーサンキュー
吉田光

重なる徹夜と睡眠不足 手にした栄養剤 デッドラインが迫る夜
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