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【投稿論文】
大学生の英語科指導における内発的動機付けを高め、
小学校の外国語活動の課題を克服するための試み：
小大連携を通した内発的動機付けと学習支援、および地域連携

花﨑美紀1）、中村伸哉2）

１．はじめに

地域連携は、昨今、大学および小学校に求
められている大きな課題である。例えば、大
学においては、教育・研究が大学の最重要課
題であると考えられていたが、現在では、大
学の果たすべき使命の３本柱に、地域連携が
加わっている。（「信州大学地域戦略センター
主旨」参照）信州大学人文学部では、さまざ
まな活動を通して、高大連携および保大連携
を進めてきたが、2015年度から、その地域連
携を、小大連携および中大連携3）に拡大し
た。本稿は、その中の小大連携を通して、外
国語活動に関して小学校が抱える課題、そし
て英語科指導法に関して大学が抱える課題を
明らかにし、さらにそれらの課題両方を克服
しうる試みについて報告検証するものであ
る。

２．小学校および大学が抱える課題と、
本連携活動の目的

2.1.　�小学校における外国語活動の現状
と、小学校一般および信州大学教
育学部附属松本小学校が考える外
国語活動の課題

2.1.1.　�小学校における外国語活動の経
緯

小学校における外国語活動は、平成23年度
より、小学校学習指導要領が全面改訂され、
５・６年生を対象に、週１コマ（年間35コ
マ）行われることとなった。

文科省は、外国語活動の端緒となったの
は、昭和61年臨時教育審議会「教育改革に関
する第二次答申」であるとしている。そこに
おいては、「中高における英語教育の目的の
明確化・教育内容等の見直しとともに、英語

【要旨】
平成 10 年の指導要領改訂を受けて、平成 23 年から小学校５・６年生を対象に本格的に

導入された、小学校における外国語活動は、中学生の英語力に向上がみられるなど一定の
成果を上げている一方で、実施する小学校、および、将来の教員を育成する大学学部の双
方において、課題も山積している。本稿は、文科省が行った調査などの分析を中心に、小
学校外国語活動が抱える課題、および、大学が英語科指導法において抱える課題を明らか
にし、それら双方の課題を解決することを目的とした、小大連携のプログラムを提唱し、
その実践を報告・分析するものである。

キーワード　	小学校における外国語活動、小大連携、英語科指導法、内発的動機づけ、音
声学
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教育の開始時期についても検討を進めること
を提言」したとまとめられている。（平成25
年度「外国語活動の現状・成果・課題」）そ
の後、平成10年に学習指導要領が改訂され、
その中で「総合的な学習の時間」が設定さ
れ、全国の小学校でいわゆる英語活動が広く
行われることとなったわけであるが、当時
は、「一般の学校では、年間10時間程度の実
践が中心」であったというのが、成美堂の調
査結果から明らかになっている。（成美堂
「小学校英語教育応援サイト　SEIBIDO	
Kids	English」）ようやく、平成18年の中央
教育審議会外国語専門部会報告をうけた、平
成20年中央教育審議会答申（外国語活動の新
設を答申）をもとに、平成23年度に小学校学
習指導要領が改訂され、小学校第５学年及び
第６学年に年間35時間の外国語活動を義務付
けたというのが経緯である。

2.1.2.　�数字からみる、小学校一般にお
ける外国語活動の課題

中学英語との橋渡しをし、外国語嫌いの子
どもを減らすのが主な目的の一つである、小
学校への外国語活動の導入は、肯定的な結果
を得ている一方で、課題が山積していると言
えよう。本節では、文科省などによって発表
されているさまざまな数字を読み解くことを
通して、小学校外国語活動が抱えている課題
を明らかにしてみたい。

肯定的な結果は、文科省が平成27年２月に
全国の公立小学校から無作為抽出した、外国
語活動を学ぶ小学校５～６年児童、導入後に
外国語活動で学んで現在は中学校１～２年と
なった生徒、及び小学校の外国語活動担当教
員と管理職を対象におこなった「小学校外国
語活動実施状況調査」にみることができる。
具体的には、中学英語の成績に向上が見られ
たということや、英語が好きであるという回

表１　「小学校外国語活動実施状況調査」による外国語活動の課題
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答をする子ども達の割合が増えたといったよ
うな結果が挙げられる。

しかしその一方で、課題が山積しているの
も事実である。表１が、当該の「小学校外国
語活動実施状況調査」が明らかにしている、
担当教員が感じる課題である。

これを見ると、小学校における外国語活動
の課題は大きくわけて次の２点にまとめるこ
とができると言えよう。

（１）　	数字からみる、小学校一般における外
国語活動の課題

　　Ａ　	物理的な問題（特に、ALTなど
を含む担当教員の確保）

　　Ｂ　	内容的な問題（特に、低中学年の
授業時間の確保を含む地域格差・
学校格差、中学との連携の問題）

以下、上記２点を概観する。

2.1.2.1.　�物理的な問題：ALTなどを含
む担当教員の確保

「平成16年度　学校教員統計調査中間報告
―調査結果の概要―」によると、小学校の教
員は英語免許をもつ必要がなかったため、小
学校外国語活動を担当する教員は外国語教育
に関する資格・経験を持っていないことが少
なくない。外国語や外国語教育に関する資格

表２　外国語や外国語教育に関する資格・経験
（「平成16年度　学校教員統計調査中間報告）

表３　担当教員の外国語活動に関する意識（ibid.）



30

や経験を、担当教員に聞いた結果をまとめた
ものが表２である。表２から明らかな通り、
英語や英語教育に関する何らかの資格や経験
を持っていない教員が多いことがわかる。そ
の結果、多くの担当教員は、外国語活動を行
う事に関して、表３が明らかにするとおり、
負担を感じていることがわかる。

そして、それに対処するべく、表４が明ら
かにするとおり、ALTなどの外国人指導助
手を雇っている小学校が多いのが現状であ
る。

しかしながらALTの数は、平成16年度の
5362人（「平成16年度　学校教員統計調査中
間報告―調査結果の概要―」）から、平成26
年度には、10,163人に伸びたとはいえ（平成
26年度「小学校外国語活動実施状況調査」よ
り）、児童数が約719万７千人、小学校の数が
23,123校（「平成16年度　学校教員統計調査
中間報告―調査結果の概要―」）の本国にお
いては、平均で、２つ強の小学校で１名の
ALT、児童数700人に対して１名のALTと、
数的には圧倒的に足りない状況下にある。

2.1.2.2.　�内容的な課題：地域格差、学
校格差（特に５・６年次以外
の授業時間の確保）、中学と
の連携

小学校における外国語活動が抱える２つの
大きな課題のうちの一つ、Ｂに関しては、成
美堂の小学校英語特別サイトが興味深い見解
を示している。

文部科学省の「小学校英語活動地域サ
ポート事業」によって英語活動の推進を
行っている地域が、平成17年度は30地域
あるほか、文部科学省が指定した研究開
発学校が、2005年度（平成17年度）現在
全国で18件77校あり、ここでは「教科」
としての英語の研究開発が進められてい
ます。多くの場合、週１時間程度、年間
35時間程度を確保している学校が多く、
なかには週２時間の英語活動に取り組む
学校もあります。研究開発校以外では、
地方自治体等からの研究指定を受けて、
英語活動に積極的に取り組んでいる学校
や地域も見られます。

さらに平成20年度からは「特区申請」
が不要となり、地方自治体の判断で、文
部科学省の審査で認定されれば、教育課

表４　外国語活動の担当者（ibid.）
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程によらないカリキュラム編成が可能に
なることになりました。これにより、英
語活動（英語教育）の実施に関しては、
さらにさまざまな取り組みが生まれると
ともに、地域格差、学校格差といった問
題が大きくなっていくことが予想されま
す。

	 （成美堂「小学校英語教育応援サイト　	
	 SEIBIDO	Kids	English」）

５・６年生において、各学校で外国語活動
の時間数が違うために、外国語力に差が生ま
れることも想像に難くないが、それ以上に、
必修とされている５・６年生以外への外国語

活動の時間を確保するかいなかが、格差問題
の大きな原因になると思われる。表５が明ら
かにするとおり、全体の約８％の小学校で
は、低学年・中学年から英語教育を実施して
いるというのが文科省の調査で分かってい
る。

文科省の調査では、低学年・中学年で少し
でも実施していれば８％の中に入るのである
が、どの学年からどれくらいの時間数を実施
しているかについては、表６が参考になる。
表６は英語検定協会が、全国の2000校近い小
学校からとったアンケート結果をまとめたも
のである。

第１学年で外国語活動を行っている学校が

研究開発学校 　27校
教育課程特例校 1594校
合計 1621校（※） ※平成25年４月現在

（※）小学校全体の約８％

表５　小学校の低・中学年から英語教育を実施している学校数
（平成25年「外国語活動の現状・成果・課題」文科省資料）

①
Ｏ時間

②
１～３
時間

③
４～11
時間

④
12～22
時間

⑤
23～35
時間

⑥
36～70
時間

⑦
71時間
以上

⑧
わから
ない

⑨
無回答

第１学年
回答数 333 308 362 102 43 14 11 3 133

Ｎ＝1,309 25.4％ 23.5％ 27.7％ 7.8％ 3.3％ 1.1％ 0.8％ 0.2％ 10.2％

第２学年
回答数 333 294 377 102 43 15 11 4 130

Ｎ＝1,309 25.4％ 22.5％ 28.8％ 7.8％ 3.3％ 1.1％ 0.8％ 0.3％ 9.9％

第３学年
回答数 276 239 354 188 89 25 13 2 123

Ｎ＝1,309 21.1％ 18.3％ 27.0％ 14.4％ 6.8％ 1.9％ 1.0％ 0.2％ 9.4％

第４学年
回答数 265 233 360 197 93 28 13 1 119

Ｎ＝1,309 20.2％ 17.8％ 27.5％ 15.0％ 7.1％ 2.1％ 1.0％ 0.1％ 9.1％

第５学年
回答数 0 11 0 14 1,078 165 21 1 18

Ｎ＝1,308 0.0％ 0.8％ 0.0％ 1.1％ 82.4％ 12.6％ 1.6％ 0.1％ 1.4％

第６学年
回答数 0 10 1 14 1,074 168 21 1 20

Ｎ＝1,309 0.0％ 0.8％ 0.1％ 1.1％ 82.0％ 12.8％ 1.6％ 0.1％ 1.5％

表６　確保されている授業時間数
（平成25年度日本英語検定協会「小学校の外国語活動および英語活動等に関する現状調査　報告書」）
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年次を進めていくにつれて外国語活動を行う
ことをやめるということは考えにくく、ま
た、数字も学年が進むにつれて増えていく傾
向があることを鑑みると、低・中学年で外国
語活動を実施している学校は１年次から実施
しており、さらに、中学年までに、少なくと
も２週間に一度程度の授業をしている学校
は、約４分の１であることがわかる。まさ
に、格差が生まれると予想される。

また、内容的な問題として、表１から明ら
かなように、そもそも小学校への外国語活動
導入は、中学での英語授業のスムーズな導入
が一つの大きな目標であることもあり、中学
との連携について課題と考えている教員が多
いことも特筆に値すると思われる。

2.1.2.　�信州大学教育学部附属松本小学
校における外国語活動の課題

前節では、小学校一般の課題について、文
科省などの調査から見てきたが、それに加え
て、本連携授業にかかわる信州大学教育学部
附属松本小学校が抱える特別な課題について
も、ここで見ておくことにする。

当該小学校は、専任教員が一人おり、か
つ、５～６年次のみの担当であるにしても
AETが確保できているという点において、
物理的な課題に関しては恵まれた環境にある
と言えよう。また、内容的な課題について
も、２年次生から月に２回の外国語活動を導
入しているので、恵まれた環境にある。しか
しながら、そのように恵まれた学校であって
も、前節で述べた、小学校外国語教育が抱え
る二つの課題（物理的な課題、内容的な課
題）を感じているようである。

物理的な課題としては、上記の通り、人的
な課題は喫緊の問題ではないのであるが、学
校の特質として、海外に住んだことがあるな
ど、海外の経験をもつ児童も多く、児童の中

で外国語について経験にばらつきがあるた
め、一人一人細かく指導するためにも、人手
がたくさんあって困ることはない。当該小学
校が、外国語活動についての課題として、
「どの児童に主眼を当てるか。児童の英語で
の体験や語彙力、英語に対する関心に開きが
大きいため、学習のねらいを焦点化すること
が難しい。」と答えていることからも、この
物理的な課題をうかがうことができる。

内容的な課題としては、以下の点を、当該
小学校が、一般的な外国語活動について課題
として感じている点である。

・	副読本という扱いのため、学習内容や学
習方法が各学校によって様々である。目
標とする到達点が、どうしても曖昧に
なってしまう。

・	英語嫌いにしてしまわないための方策を
考える必要がある

・	週１時間、年間35時間（現学習指導要領
では５・６年生のみ）の授業時数である
が、大きな効果を現場の教員が求め過ぎ
ている。外国語活動の実践例が増えてき
たことで、内容の高度化、多様な語彙、
複雑な文法を扱うことに研究の方向が進
んでいないか。

・	子どもが問いを持つような授業構想が難
しく、課題を与える学習になることが多
い。

さらに、当該小学校は、附属の中学が併設
されているために、以下の内容的な課題を
も、課題として感じている。

・	附属小⇒附属中への接続（指導、評価、
到達目標）

つまりまとめると、当該小学校が感じてい
る課題は、以下のようになる。

（２）　	信州大学教育学部附属小学校が感じて
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いる課題
　　A’：	物理的な課題：経験差がある児童

にそれぞれに手厚い指導ができる
ための人員確保

　　B’：	内容的な課題：経験差がある児童
に対応できる内容、中学への連
携、子ども自らが問いをもち、意
欲的に取り組める外国語活動

2.2.　�大学が抱える英語科指導法に関す
る課題

平成27年12月、中央教育審議会総会におい
て、「これからの学校教育を担う教員の資質
能力の向上について～学びあい、高め合う教
員育成コミュニティーの構築に向けて（答
申）」がまとめられた。「近年の教員の大量退
職、大量採用の影響」をうけ、「教員一人ひ
とりのスキルアップを図り、活躍できるよう
な環境整備を図ることが重要」であり、その
ために必要な、「教員の養成・採用・研修の
一体的改革」を推し進めることを目標にして
書かれた本答申は、これからの制度設計・施
策を考える元となることは確実である。（「答
申（案）要約」より）

その答申の中には、教員が学び続ける制度
や、採用制度などの変革についての答申が書
かれている一方で、教員養成を行う大学学部
への要望も記載されている。その要望の中に
は、教職科目と教科科目の統合など、制度改
革として取り組まなくてはならないものもあ
る一方で、現行カリキュラムのなかで積極的
に取り組むことができる要望もある。具体的
には、以下が挙げられる。

（３）　	「これからの学校教育を担う教員の資
質能力の向上について（答申）」から
見る、学部における教員養成改革の具
体案

　　・	１、２、３年次における学校イン
ターンシップなどを通して、教職志
望の学生が、自らの教員適性を早い
時点から見極めることのできる仕組
みづくり

　　・ICT教育の充実
　　・英語教育の充実
　　・小学校における外国語の指導法

以上の課題は、大きく次の２つにまとめる
ことができるであろう。

（４）　大学が抱える英語科指導法の課題
　　Ｃ：	教員志望の学生の能力を高める方

策（教員適性を自ら見極めること
ができるようなきっかけづくり、
また、英語能力を上げる方策）

　　Ｄ：	教科指導法の内容を変える方策
（ICT教育の充実、小学校英語の
指導法）

課題Ｄについては、教科指導法の中に、
ICT教育を組み込み、かつ本連携のように、
小学校英語に触れる機会をなるべく多く持つ
ことを通して、解決への方向性を見出すこと
が可能であるが、上述Ｃの教員志望の学生の
能力を高めるためには、具体的にはどうすれ
ばいいのであろうか。

一番重要なのは、学習者のモティベーショ
ンを形成するということであろうと思われ
る4）。というのも、どのような教育方法であ
れ、モティベーションを上げることなくして
は、高い効果をあげることはできない。つま
り、大学生の内発的動機付けが十分でない場
合には、自ら進んで英語を学習し、身につけ
ることは期待できない。

モティベーションの重要性は、学習内容自
体の重要性が認識されるような動機付けが必
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要 で あ る こ と を 指 摘 し た、 堀 野・ 市 川
（1997）でも強く主張されているとおりであ
る。外的報酬によって内発的動機付けを高め
る「促進効果（enhancing	effect）」が得ら
れ、徐々に課題に対する関心が増すというこ
と は、Calder	and	Staw（1975）；McLoyd
（1979）；Loveland	and	Olley（1979） の 研
究でも明らかにされている。したがって、た
とえ英語が得意でないが故にあまり英語学習
に積極的でなかった大学生であっても、英語
の指導を行いその実績を評価してもらう、と
いったいわば外的報酬によって内発的動機の
促進効果が得られ、結果として英語力が飛躍
的に向上することも十分に考えられるのであ
る。将来教職に就くことを念頭に置いている
比較的モティベーションの高い学生にとって
は、児童・生徒に対する指導を行うことが将
来の目標と密接に結びついているといえる。
したがってこういった学生は、可能自己
（possible	self） と い う 概 念 を 提 唱 し た
Markus	and	Nurius（1986）でも主張されて
いるように、外発的動機付けというよりもむ
しろ内発的動機付けがすでになされ、自己形
成が他の学生よりもすすんだ状態にあると言
えるので、自分よりも年下の児童・生徒への
指導が、大学生本人の実力向上に直接的に結
びつきやすいと考えられるのである。簡単な
例を挙げると、大学生に対して、英語の仮定
法は英語力を上げるための重要事項であるの
で、きちんと学習すべきであると指摘したと
仮定しよう。しかしただ指摘しただけでは、
あまり英語力の向上は望めない。ところが、
もし大学生が高校生に対して仮定法について
の講義をしなければないという場を設定した
らどうだろう。そうなれば、少なくとも仮定
法とはどのようなもので、どのように教えれ
ばエッセンスが伝わるかということを考えざ
るをえない。つまり、学習を促すには、内発

的動機を高めること、言いかえれば、モティ
ベーションを与えることが最低限必要となっ
てくるのである。

内発的動機が一番学習において有効である
というのは、Gneezy	and	Rustichinis（2000）
などの研究からも明らかである。一見する
と、なにかご褒美があれば、つまり、外発的
動機付けが有効な動機付けになるように思う
が、外発的動機付けは、アンダーマイニング
効果、つまり、これまで持っていた内発的動
機付けさえもアンダーマイニングしてしまう
ほど、単発的な効果しか生まず、長期的な動
機付けにはつながらないということが分かっ
ている。よって、内在的動機付けが、大学に
おける英語科指導法には不可欠であると思わ
れる。

以上のことを背景として視野に入れ、我々
は、具体的には信州大学教育学部付属松本小
学校と信州大学人文学部の二者間の小大連携
を行い、その取り組みのなかで、大学生が小
学生に対して外国語活動を行うことが、小学
生の英語の実力向上に寄与するのみならず、
大学生自身の英語力の向上を可能にするので
はないかという予測をたてるに至った。換言
するならば、従来は教えられる側にとって有
効であると考えられていた相互教育が、実は
教える側にとっても有用であり、それが教え
る側の実力向上につながるということであ
る。

2.3.　�小学校・大学が抱える課題と、本
連携の目的

以上みてきた通り、小学校・大学が抱える
課題は、以下の４点にまとめられよう。すな
わち、

（５）　小学校・大学が抱える課題
　　A’：	物理的な課題：経験差がある児童
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にそれぞれに手厚い指導ができる
ための人員確保

　　B’：	内容的な課題：経験差がある児童
に対応できる内容、中学への連携

　　Ｃ：	教員志望の学生の能力を高める方
策（教員適性を自ら見極めること
ができるようなきっかけづくり、
英語能力を上げる方策）

　　Ｄ：	教科指導法の内容を変える方策
（ICT教育の充実、小学校英語の
指導法）

今回の連携は、附属小学校が外国語活動を
導入していない１年生を対象に行った。よっ
て、上記の課題をうけて、本連携は、次のこ
とを目標として行った。

（６）　本連携の目標
　　ａ：	複数の大学生が参加する外国語活

動を行う（上記A’に対応）
　　ｂ：	経験差がある児童に対応でき、か

つ、中学英語への橋渡しになるよ
う、英語への第一歩として、海外
への興味を持てるための外国語活
動を行う（上記B’に対応）

　　ｃ：	内発的動機をあげ、大学生の英語
力向上を目指した、大学生による
小学生への指導を行う（上記Ｃに
対応）

　　ｄ：	小学校英語について、教員志望の
学習を促進する（上記Ｄに対応）

３．実際の活動

上記の課題を克服し、目標を達成するため
に、本連携では、以下の３点の活動を行っ
た。

（７）　	本連携が行った活動（活動自体が、上
記ａ，ｄに対応）

　　１）	海外留学経験者により、外国の魅
力を伝える活動　（上記ｂに対応）

　　２）	英語学の知識を使った単語の訓
練　（上記ａ，ｂ，ｃに対応）

　　３）	歌や踊りを使った単語の定着活動
（上記ｂ，ｃに対応）

以下、それぞれの活動を概観する。

3.1.　�海外留学経験者による、外国の魅
力を伝える活動

今回の連携は、上述の通り、附属小学校が
外国語活動を導入していない１年生を対象に
行うことになったわけであるので、当該児童
の中には、英語に初めて触れるという児童も
いた。よって、連携小学校が課題と感じてい
た、英語嫌いにならないように、また、中学
英語への最初のステップとして、英語を話す
ことができるようになれば生まれる利点を話
すことから活動を始めることにした。これ
は、当該小学校が、本連携に期待することと
して挙げた、「海外留学経験がある学生が、
その現地で感じた異文化の魅力を語ってほし
い。そこでの人々の生活はどうであったか。
そのような文化を持つ背景には何があるの
か。」ことに対応する目的もあった。

オーストラリアへの留学経験がある学生
は、オーストラリアにいたときの生活、サー
フィンをするサンタ、カンガルーなどの写真
を見せ、海外の生活について語り、フィリピ
ンへの留学経験がある学生はフィリピンでの
生活、及びリンガフランカとしての英語の価
値について語った。

3.2.　英語学の知識を使った単語の学習
さらに、小学校サイドが感じていたａ，ｂ

の課題、すなわち、一人一人に丁寧に対応す
るための活動を行う教員の確保、および、児
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童への海外経験の差に対応することを念頭
に、英語学の知識を使った単語の訓練を行っ
た。

小学校英語は、簡単な単語を導入すること
から始まるであろうが、海外経験が豊富な児
童にとっては、それらの単語は既知の単語で
あることが多い。よって、同じ単語を教える
際にも、新しい情報を出しながら教えること
ができないかと大学生で考え出したのが、英
語音声学の理論をもとに、母音の三角形を使
い、単語はどのように発音するべきかを説明
しながら、単語を教えるという方策であっ
た。既知の単語であっても、舌をどのように
使うとより良い発音できるのかというのは、
新しい情報であったに違いない。

また、発音を小さいグループで教えること
は、大学生にとっては、内的動機付けを高め
ることにつながるため、課題Ｃにも対応す
る。

3.3.　歌や踊りを使った単語の定着活動
そして、最後に、学習した単語を使って、

歌と踊りを行った。具体的には、One	little	
fingerの歌を改編し、学習した単語を使うこ

とを通して、単語を定着させ、さらに、体を
使って、英語の楽しさを体験するよう、プロ
グラムした。

４．連携の効果

本連携は、現在のところ２回のみしか活動
していないために、効果を測定するのは早計
であろうが、本活動が目的とした（６）があ
る程度達成されたかどうかを測定するため
に、活動の前後で、活動に参加した児童にア
ンケートを行った。アンケートの問題は、次
の活動のレベルを決めるための情報を聞くこ
とが目的であった質問項目をのぞくと、以下
である。

（８）　活動前のアンケート
　　１）外国に行ってみたいですか？
　　２）	英語がいっぱい話せたらいいなと

思いますか？
（９）　活動後のアンケート

　　１）外国に行ってみたいですか？
　　２）	英語がいっぱい話せたらいいなと

思いますか？
　　３）	お兄さんやお姉さんがもう一度来

東組（35名） 西組（37名）
はい どちらでも いいえ はい どちらでも いいえ

外国に行ってみ
たいですか？

活動前 19 11 ２ 10 20 ７
活動後 22 ９ ４ 16 13 ８

英語がいっぱい
話せたらいいな
と思いますか？

活動前 27 ８ ０ 25 12 ０

活動後 29 ６ ０ 28 ７ ２

次が楽しみか？ 30 ５ ０ 31 ４ １
活動で楽しかっ
たもの

海 外 の
話し

単 語 導
入 ゲ ー
ム

発 音 練
習

単 語 を
使 っ た
歌・ 踊
り

海 外 の
話し

単 語 導
入 ゲ ー
ム

発 音 練
習

単 語 を
使 っ た
歌・ 踊
り

12 21 23 20 11 18 18 25

表７　活動前後における児童へのアンケート結果
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るのは楽しみですか？
　　４）	お兄さん・お姉さんとやったもの

の中で、なにがおもしろかったで
すか？

それに対する児童の答えは以下である。

質問の各項目は、それぞれ、（６）に掲げた
本連携の目標が達成されているかを測定する
ものであったが、

（６）　アンケート質問と本連携の目標の対応
　　質問１・２）	海外へ行ってみたいか。

英語が話せるようになり
たいか。

　　→　目標ｂ　	中学英語への橋渡し、英
語学習第一歩として海外
への興味を持たせる

　　質問３）次が楽しみか
　　→　目標ａ　	複数の大学生が参加し、

経験差のある児童への対
応

　　質問４）活動で楽しかったもの
　　→　目標ｂ：	経験差がある児童に対応

する内容

質問１および２については、活動前と活動後
を比較すると、ｔ検定では有意な差が表れな
いものの、少なくとも下がってはいないの
で、おおかた、目標は達成できたものと思わ
れる。今回はたった２回の活動についてのア
ンケートであるので、今後、継続して、効果
の測定を行いたい。特筆に値するべきこと
は、発音練習を楽しいと思った児童の数の多
さである　学習している単語は、one,	 two,	
など既知のものであるものが多かったのであ
るが、それをおもしろいと感じたところに、
今回の企画は成功したといえるであろうと思

われる。
大学生の内的動機づけにも役立ったこと

が、活動後のアンケートから見ることができ
る。大学生の中には、「小学生に教えないと
いけないと思ったから、一生懸命練習した。
これを続ければ発音がきれいになると思う」
「自分がなぜ英語が好きになったかを考える
きっかけとなり、ますます英語教員という職
業に就きたいと思った」という感想を述べる
学生がいた。

４．結語

本稿は、小学校外国語活動における、数字
からみる一般的な課題を明らかにし、また、
大学における英語科指導法が抱える課題を明
らかにし、その両方の課題を克服する試みと
しての小大連携のプロジェクトについての報
告、検証を行った。

小中高大連携を通しての接続教育の必要性
が叫ばれて久しい。本活動は、双方ともに益
がある活動となったが、この連携の効果につ
いては、継続して活動をすると同時に、測定
を続けたいと考えている。

【注】
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【Abstract】
In accordance with the amendments in the Educational Guideline in 1998, Ministry of Education 
and Science has launched a new curriculum in which all the 5th and 6th graders of elementary school 
must study English at least for 35 hours per year. This new platform has seen some good effects, 
for example, less middle school students are saying that they do not like English, but at the same 
time, it is facing many problems. This paper analyzes the research carried out by the Ministry of 
Education and Science, as well as those by other companies, and clarifies the problems that both 
elementary school as well as universities, who are responsible for educating the future teachers, 
face and will propose a new program which tries to overcome both the difficulties that elementary 
schools have as well as those that universities have.
Key Words　collaborations between elementary schools and universities, TESL / TESOL, English 
teacher training, intrinsic motive, phonetics


