
．はじめに

英語の必要性は多くの者が認識しており、学習の初期には、動機付けも高く、英語学習に

積極的に取り組むが、学習途中で挫折する学習者も多くいる。筆者達の以前の調査によっ

て、英語嫌いは学習初期の段階に芽生えること（津村・加賀田 、加賀田・小磯・泉・

前田 ）、高校生の学習意欲は能力よりも英語が好きか嫌いかという情意面により影響

される（加賀田・小磯・泉・前田 、加賀田・小磯・前田 ）ということが示唆さ

れた。

同時に、小学校での英語教育の導入により、その効果の検証も進んでいる。中学入学以前

の学習経験が英語能力にプラスの影響を与えるという研究（高木 、樋口他 、

）もあれば、影響はないとする研究（白畑 ）、その影響は短期的なものであり、

大学生になると学習経験がない者との差がなくなるという研究（谷口 ）もある。英語

能力だけではなく、学習動機や学習態度などの情意面においても、中学入学以前の学習経験

がプラスの影響を与えているとする研究（樋口他 、金森 、内藤 、谷口

）もある一方、中学入学以前の英語学習経験の英語学習の動機付けに対する影響は大学

生になれば消滅するとする研究（ 谷塚 ）、また学習内容や性別等をコ

ントロールすると、影響は見られなくなるとする研究（静 ）もある。

．はじめに
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しかしながら、これまでの研究では、研究対象を中学・高校に限ったものが多く、中学入学

以前の英語学習経験が中学生・高校生・大学生の学習意欲に及ぼす長期的な研究はあまり行

われていない ）。また、これまでの研究は直接効果を論じたものばかりで、間接効果 ）を検

証したものはない。

この論文で、筆者は大学生（大阪商業大学学生）の英語の好き嫌いがどのような要因に規

定されるのかを、 中学入学以前の英語学習経験の有無 、 中学・高校・大学の時点での英

語の好き嫌いと英語学習に対する動機付け という観点から論じる。どのような要因で中学

校での英語の好き嫌いが生じるのか、また中学生での好き嫌いが高校生になってどのように

影響するのか、さらにそれらが現在（大学時）の英語の好き嫌いにどんな影響を及ぼすのか

をアンケート調査を基に、直接効果だけでなく、間接効果も含めて分析し、今後の学習指導

において教育的示唆を探る。

．調査対象と調査時期

． ．被験者 大阪商業大学 ・ 回生（ 人）

． ．調査時期 平成 年 月 月

． ．調査材料 筆者が独自に作成して質問紙（ 参照）

． ．調査項目

中学入学以前の英語学習経験の有無

中学時の英語学習に対する意識

高校時の英語学習に対する意識

現在（大学生）の英語学習に対する意識

．調査結果と考察

． ．中学入学以前の英語学習経験

質問項目 ．の 中学入学以前に英語を勉強したことがありますか という質問には、表

に示すように、有効回答 人の内 人（ ％）が学習経験がないと回答し、あると回

答した 人（ ％）を上回っている。今回の調査では小学校での学習経験、小学校以外

での学習経験（英会話教室等）の区別はつけずに質問しているので、公立の小学校での英語

の授業を実施する学校が毎年増加しているという昨今の背景は直接反映されていない。 回

生と 回生の回答には有意な差はなかった ）。

． ．中学時の英語学習に対する意識

． ． ．中学時英語が好きか嫌いか

あなたは中学時代に英語がどれくらい好きでしたか という質問に対して、 嫌い ど

ちらかというと嫌い を合わせると 割強の者が英語が嫌いと回答している。一方英語が

好き だったと回答したのは、 ％に過ぎない（表 参照）。高校生を対象にした筆者等
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の以前の調査結果（加賀田・小磯・泉・前田 ）でも同様の結果を得ている ）。

表 は 中学入学以前の学習経験 と 中学時英語の好き嫌い のクロス表である。学習

経験のない者（ ）の ％が 嫌い と回答しており、 どちらかといえば嫌い

を合わせると、 割弱の者が英語が嫌いと回答している。一方、学習経験のある者（ ）

で英語が嫌いな者は 割強に留まっている（ ）。

． ． ．中学英語学習の動機付け

英語学習の動機付けについて、内的動機付けに関する項目（ 興味があることが勉強でき

た ）、外的動機付けに関する項目（ 将来のために英語が必要だと思って勉強した テスト

でいい点を取ったので嬉しかった ）、クラス内の雰囲気に関する項目（ 英語の先生がいい

先生だったので授業が楽しかった 友達と楽しく勉強できた ）の 項目について、 段階

評価で尋ねた。各項目とも天井効果・フロア効果が見られなかったので、この 項目を因子

分析した結果、すべての項目が一つの因子に集約された ）。この つの項目の平均値をとっ

たものを 中学動機付け と名づけ、新しい変数とした。

． ． ．中学校での英語好き嫌いの規定要因

表 からも分かるように中学入学以前の英語学習経験者は学習経験のない者と比較して、

中学生になって英語が好きな者が多い。そこで、中学での 英語の好き嫌い は 中学入学

以前の学習経験 （なし あり のダミー変数）と 中学動機付け によってどれく

らい規定されているのかを分析するために 中学での英語の好き嫌い を従属変数に、 中

学入学以前の学習経験 と 中学動機付け を説明変数に回帰分析を行った。表 はその結

表 中学入学以前の英語学習経験の有無

中学以前の学習経験の有無（ 人）

人

はい 人 ％

いいえ 人 ％

表 中学時英語の好き嫌い

中学時英語の好き嫌い（ 人）

嫌い 人 ％

どちらかといえば嫌い 人 ％

どちらかといえば好き 人 ％

好き 人 ％

表 中学入学以前の学習経験と中学時英語の好き嫌いのクロス表

嫌い どちらかといえば嫌い どちらかといえば好き 好き

（ 人） 人（ ％） 人（ ％） 人（ ％） 人（ ％）

（ 人） 人（ ％） 人（ ％） 人（ ％） 人（ ％）



果であり、図 はそのパス図である。

中学入学以前の学習経験 の影響力は 中学動機付け の影響力ほど強くはないが、有

意な予測変数であり、中学入学以前に学習経験がある者は中学に入っても英語が好きになる

傾向があることがわかる。また、 中学動機付け の 値が と高いことから、学習動機

付けが強い者は中学入学以前の英語経験がなくとも英語が好きである者が多いこともわか

る。

今回の調査では、量的質問項目と同時に 中学時代の英語の授業で一番楽しかったことと

一番嫌だったことを教えてください という記述式の質的質問項目も挿入した。中学で英語

が嫌いと回答した者のなかには、中学の時の嫌だった経験として、 テストが嫌だった 、

授業が全く理解できなかった 、 先生が嫌いだった 、 当てられて応えられなかった の

ように自己の面子が潰されたと回答する者が多かった。反対に英語が好きと回答した者は、

授業が理解できた テストでいい点を取って嬉しかった など、セフルエスティームに

関わる事がらを記入した学生が多い。

． ．高校時の英語学習に対する意識

． ． ．高校時英語が好きか嫌いか

質問項目 あなたは高校時代英語がどれくらい好きでしたか という質問に対する回答を

表 に示す。高校時も中学時と大差なく 英語が嫌い どちらかといえば嫌い と回答し
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表

中学英語が好きの重回帰分析

中学入学以前の学習経験

中学動機付け

図 中学時英語好き のパス図

表 高校時英語が好きか嫌いか

高校時英語が好きか嫌いか（ 人）

嫌い 人 ％

どちらかといえば嫌い 人 ％

どちらかといえば好き 人 ％
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た者が ％ある ）。

高校と中学で逆転現象が起こった者、つまり、中学時に英語が好きだったが高校になっ

て、嫌いになった者は 人、反対に中学が嫌いだったのに高校で好きになった者が 人で

あった（表略）。回答者の記述回答から中学で好きで高校で嫌いになった者は、 当てられる

こと テスト 先生にしかられた など学習不安・セルフエスティームに関する回答が多

い。反対に中学時嫌いで高校で好きになった者は 授業がわかるようになった 先生が良

かった と回答した者が多い。

． ． ．高校英語学習の動機付け

高校時の英語学習の動機付け 項目を因子分析すると、中学時と同様に、 英語の先生が

いい先生だったので授業が楽しかった テストでいい点を取ったので嬉しかった 友達と

楽しく勉強でした 興味があることが勉強できた 将来のために英語が必要だと思って勉

強した という 項目がすべてひとつの因子に集約された ）。中学時に負荷が低かった 将

来のために英語が必要だと思って勉強した は高校になると中学時よりも負荷が高く、大学

入試も含めた将来のことを考える時期に来ていると思われる（脚注 ・ 参照）。この つ

の項目の平均値を取ったものを 高校動機付け と名づけ、新しい変数とした。

． ． ． 高校英語好き の規定要因

高校時の英語の好き嫌い が 中学以前の学習経験 中学時英語好き嫌い 中学時動

機付け 高校時動機付け にどのように規定されているのかを探るために 高校時の英語

の好き嫌い を従属変数に他の変数を説明変数に回帰分析を行った。その結果を表 に示

す。モデル は 高校動機付け を除いた変数を、モデル はすべての変数を投入した結果

である。

表 が示すように 中学入学以前の学習経験 はモデル でもモデル でも有意な説明変

数ではなく、 中学動機付け は 高校動機付け を投入すると、有意な説明変数ではなく

なった。つまり、 中学動機付け は、直接 高校英語が好き に影響を及ぼすのではな

く、中学時に高い動機付けを持っている学習者は高校に入っても動機付けが高く、間接的に

高校英語が好き に影響を与えていると思われる。以上のことをパス図にすると図 のよ

表 高校英語が好きの重回帰分析

高校英語が好きの重回帰分析

モデル モデル

中学入学以前の学習経験

中学動機付け

中学英語好き

高校動機付け

調整済み 乗



うになる。

各変数の 高校好きに対する直接効果・間接効果・総合効果を表 に示す。

中学動機付け は直接的には、 高校英語好き に影響を及ぼしていないが、 中学英語

好き 高校動機付け を通して、間接的に影響を及ぼしており、総合効果をみると、影響

力が一番高くなっている。中学時に動機付けが高い者は高校に入っても英語が好きになる見

込みが高い。また中学入学以前の学習経験も間接的には 高校英語好き の有意な説明変数

である。一方、 高校動機付け も大きな影響力を持っていることから、中学時に学習意欲

が低く、英語が苦手な者も高校に入って学習動機が高まると、英語が好きになる可能性もあ

ることもわかる。

． ．大学（現在）の学習に対する意識

． ． ．大学（現在）の英語の好き嫌い

あなたは今英語が好きですか という質問に対して、 嫌い と回答した者は ％、

どちらかというと嫌いは は ％、 どちらかというと好き が ％、 好き が ％で

あった（表 参照）。 嫌い どちらかというと嫌い を 英語が嫌い グループに 好き

どちらかというと好き と回答したグループを 英語が好き グループに分け 英語好き

嫌い 分 という新しい変数を、大学・高校でそれぞれで作成した。高校・大学の好き嫌い

のグループは表 のようになった。高校時に比べると英語が嫌いなグループが若干減少してい

る。

（高校も大学も英語が嫌い）に属する回答者が ％、反対に （高校も大学も英語

が好き）と回答したグループは ％である。 （高校嫌い・大学好き）のグループが

（高校好き・大学嫌い）と回答したグループを上回っている。これらのグループには入学試
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図 高校英語好き のパス図

有意なパス図のみ書いている。誤差は省略

表 高校英語好きに対する効果

中学以前の学習経験 中学動機 高校動機 中学時好き

直接効果

間接効果

総合効果



英語学習に対する情意形成のメカニズム（小磯）

験から開放されて、学習不安が減少し、ある程度リラックスした気分で学習ができるように

なった者もいると考えられる。

． ． ．大学生英語学習動機付け

現在の英語学習の動機付けの質問項目（ 項目）を因子分析した結果 ）、第一因子には

英語を学ぶのは私の将来に役立つ テストでいい点数を取ったり、資格を取ったりした

い 将来仕事に必要だと思うので英語を勉強したい 英語の授業で一生懸命勉強して英語

の力をのばしたい の 項目（クロンバック ）、第二因子には 入学試験がなけれ

ば、英語を勉強しない（反転項目） 授業外でも英語を勉強したい 英語の勉強はやれば

できると思う 必修でなければ英語を勉強しない（反転項目） の 項目（クロンバック

）、第三因子には 英語の授業では友達同士で学びあう雰囲気で勉強したい 先生

との関係が授業では大切だ 先生がいい先生だと英語の授業は楽しい の 項目（クロン

バック ）、第四因子には いろいろな国の人と友達になるために英語を勉強した

い 外国旅行に必要だから英語を勉強したい 映画や歌などを理解したいから英語を勉強

したい の 項目（クロンバック ）が抽出された。第一因子は 将来のため 、第

二因子は 学習意欲 第三因子は クラスの雰囲気 、第四因子は コミュニケーション

ツール と名づけた。この四つの因子の下位尺度得点と高校・大学の英語の好き嫌いの つ

のグループとの平均値を表 に示す。

（高校好き・大学好き）のグループが 学習意欲 が高いのは予測されたことである

が、興味深いことにはその他の動機付けは （高校嫌い・大学好き）のグループの平均値

が一番高い。一元配置の分散分析を行った結果、 学習意欲 と コミュニケーション に

関しては ・ （ ）、 将来のため に関しては ・ ・ グループ

表 今英語が好きか嫌いか 表 高校・大学の英語の好き嫌いのグループ

人数 ％

嫌い

どちらかといえば嫌い

どちらかといえば好き

好き

人数 ％

高校嫌・大学嫌

高校嫌・大学好

高校好・大学嫌

高校好・大学好

表 動機付けのグループごとの平均値

将来のため 学習意欲 クラス雰囲気 コミュニケーション

平均値 平均値 平均値 平均値

高校嫌・今嫌

高校嫌・今好

高校好・今嫌

高校好・今好

全体



との間に有意な差が見出され（ ）、どのグループにおいても有意な差がでなかった

クラス雰囲気 を除いては、高校時の英語の好き嫌いではなく大学生になった現在英語が

好きであるかどうかが動機付けの強さに影響を及ぼしていた。つまり、高校生の時に英語が

嫌いでも現在好きになっている学生は学習動機も意欲も 高校好き・大学好き の学生と有

意差はないという事である。

それでは、どのような要因で高校時に英語が嫌いだった学生が現在英語が好きになったの

か。つまり と を分ける要因は何かを調べるために高校時に英語が嫌いで、現在英語が

好き・嫌いのグループを従属変数に、 中学時英語好き と動機付けの 趣味・旅行 将来

のため 人間関係 を従属変数に 項ロジスティック解析を行った。その結果中学生の時

に英語が好きだったかどうかが一番強い影響力を持っていることが明らかになった（表 参

照）。中学校の時に英語が好きだった者は、高校に入って英語が嫌いになっても、大学生に

なって好きになる見込みが高いという事である。動機付けの要因としては、 趣味・旅行

が有意な説明変数であった。また 将来のため も ％水準では影響力がある。大学生に

なって今まで英語が嫌いであった学生もコミュニケーションツールとしての英語の必要性を

自覚したり、将来のために必要だという理由で英語に対して親近感を覚え英語が好きになっ

た者もいることがわかる。

． ． ． 中学入学以前の学習経験の有無 中学時・高校時の英語学習に対する態

度 が現在の英語学習に対する態度へ及ぼす影響

アンケート項目 あなたは今英語が好きですか と 英語を勉強するのが楽しい という

項目を合成して、 英語が好きで楽しい という変数を作成した ）。今まで用いた下位尺

度 中学以前の学習経験 、 中学時の動機付け 、 中学時英語好き 、 高校時動機付け 、

高校英語好き が 英語が好きで楽しい に与える影響を検討するためにパス解析を行っ

た。その結果右記のモデルを採用した ）。

今好きで楽しい に対する各下位尺度の直接効果・間接効果・総合効果を表 に示す。
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表 高校英語嫌いから現在の英語好き・嫌いのロジスティック解析（オッズ比）

従属変数 オッズ比

趣味・旅行 （共変量）

人間関係 （共変量）

将来のため）（共変量）

中学英語好き（共変量）

カイ 乗
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直接効果を見ると 高校好き の影響力が一番大きい。 中学好き 中学動機付け は直

接的にも 今好き楽しい に影響を及ぼしているが、 高校動機付け は直接的には影響を

及ぼしていない。総合効果を見ても 中学動機付け のほうが 高校動機付け よりも影響

力が大きい。つまり、中学時に高い動機付けを持っている者は、高校に入って動機付けが低

くなっても、大学生になると、また英語に対して積極的になる可能性が高いということであ

ろう ）。また、中学入学以前の学習経験も 中学時英語好き を通して、大学生の学習態度

に影響を少しは及ぼしている。

．まとめ

中学時に英語が好きだと回答した学習者は高校・大学と英語が好きであるということが今

回の調査でも明らかになった。また中学時の英語の好き嫌いを分ける要因として、中学時に

セルフエスティームが高まったかどうかが要因のひとつにあげられるということが、記述回

答部分から示唆された。同時に、中学時に英語が好きな学習者や英語学習に対する動機付け

が強い学習者は高校に入っていったん挫折しても、大学に入って英語の必要性を認識し、動

機付けが強まることにより、大学で再び英語が好きになる可能性が高いことも示唆された。

このことから、将来英語に対して積極的な態度を持つ学習者になるためには、まず、中学時

に英語が好きになるような学習環境を設定することが最も重要である。また、中学時に英語

が好きでなかったとしても高校になって学習動機が高まると英語が好きになる者もおり（図

参照）、それらの者は大学生になっても英語に対して積極的な態度を持つ者が多い（図

参照）。同様に、図 の 今英語が好きで楽しい の決定係数は であり、残りの ％ほど

は、大学生になっての動機付け等他の要因に影響を受けていることから ）、今まで英語に対

して、否定的な者の中にも学習環境が変わったり、動機付けが高まったりして肯定的な態度

図 今英語が好きで楽しい に対するパス図

表

学習経験 中学動機 高校動機 中学好き 高校好き

直接効果

間接効果

総合効果



を示す者もいることが分かる。

中学入学以前の英語学習経験は中学の英語好き嫌いに影響を及ぼし、それを通して、間接

的に今の英語の好き嫌いに影響を及ぼす。先行研究では、直接効果のみを検討してきてお

り、中学入学以前の英語学習経験の有無は高校生・大学生になると英語学習態度に影響を与

えないという研究（ 等）もなされてきたが、今回間接効果も検証することに

より、中学入学以前の学習経験は大学生になって英語を好きで楽しく学習しているかどうか

に弱いながらも影響を及ぼしているという図式が明らかになった。しかし、ここで問題にな

るのは はじめに でも述べたように、学習初期の段階で英語嫌いが多数出ているというこ

とである。小学校に科目として英語が導入されると、中学校入学以前から、英語学習に対す

る挫折を経験することも危惧され、教員が生徒のセルフエステティームを高める努力をしな

い場合などには、小学校段階で英語嫌いの学習者を生み出すのではないかと懸念される。前

述したように、英語嫌いを生み出す要因に、 自己の面子が潰れた というセルフエス

ティームに関することが大きい。小学校高学年は自我を自覚し始める時期であり、この時期

に挫折感を味わったり、劣等感を植え付けられたりすることは、本人にとって耐え難い経験

であり、そのような経験をしたものがそれ以後英語を毛嫌いすることは容易に推測できる。

長沼（ ）も、小学校で英語が好きだった者で中学になると嫌いになった者も多いと指摘

している。また樋口他（ ）も早くからの頻繁な学習のせいで、中学校以降の英語学習に

新鮮さが感じられなくなる学習者の可能性を危惧している。平成 年度には、 統合的な学

習の時間 の活動の一つとして、小学校で外国語会話活動が正式に始まり、文部科学省の調

査によると平成 年度には全国の ％の小学校で何らかの形で英語活動が実施されてい

る。小学校での英語教育が今後の英語学習の動機付け、英語能力を高める原動力となるため

には学習者の心理面を重視して、初期の段階での英語嫌いを生み出さないように慎重にすす

めるべきである。

本研究では、中学入学以前の学習経験の年数、学習頻度や学習場所（学校か学校以外の場

所か）を尋ねていない。中学入学以前の英語学習がそれ以降の英語学習に対する影響をさら

に詳しく研究するためには、学習内容、学習頻度、学習場所等の要素も組み込んで調査する

必要がある。
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）樋口他 早期英語学習が学習者の英語および外国語学習における態度と動機に及ぼす影響 （
紀要 号）で中学生・高校生・大学生を対象に調査を行っているが、各グループの差は調査していない。
例外的に （ ）は中学入学以前の英語教育の影響を中学生・高校生・大学生を対象に調査を行っ
ている。
）直接効果とは原因変数が結果変数に直接影響している効果。間接効果とは という因果関係
がある時、 が を通して に影響を及ぼしている間接的な効果を言う。
）内藤（ ）の高校生を対象にした調査によると、経験あり 名、なし 名であり学年間の有意な差
は見られなかったとしている。内藤の調査と今回の大学 ・ 回生の調査は対象学習者がほぼ同じ時期で
あるので、内藤調査と比較すると本学学生は中学以前に学習経験がある者が少ないといえよう。
）高校生を対象にしたアンケートで、英語が嫌いと回答した者は ％であり、嫌いになった時期として
は中学 年・ 年に集中している。
）中学生の動機付けは 内的動機付け と 外的動機付け に分かれていない場合が多い。これは小磯・
樽磨（ ）の調査でも得られた結果と同じである。因子分析は主因子分析でバリマックス回転をした。
回転後の主成分を以下に示す。
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）前回、筆者らが大阪商業大学付属高校生に行った調査（加賀田・小磯・泉・前田 ）では 嫌い
大嫌い と回答した者が ％、大阪商業大学生に高校時の英語の好き嫌いを尋ねた調査（加賀田・小

磯・前田 ）では ％の学生が 嫌い どちらかといえば嫌い と回答している。
）主因子分析 バリマックス回転

）

）新しい変数を作成した理由は 今好き と 英語学習が楽しい という変数の相関関係が と高かっ
たこと、 段階スケールが 段階に増えることにより、パス解析の信頼性が高くなること、以前の調査か
らも英語が好きであることと英語学習が楽しいということは因子分析をすると同じ因子に含まれたことに
よる。
） を使用。
） 今好きで楽しい と第 因子の 学習意欲 との相関係数は であり、今英語学習を楽しん
でいる者は積極的な英語学習者であると思われるので、 学習意欲 を従属変数に、英語学習動機付けの
将来のため コミュニケーション クラス雰囲気 と 今好きで楽しい を説明変数に回帰分析を

行ったところ、 今好きで楽しい が一番強い影響力を持ち、次いで 将来のため であり、 趣味・旅
行 人間関係 は有意な説明変数ではなかった（表略）。
） 今英語が好きで楽しい を従属変数に動機付けの各変数 将来のため 人間関係 趣味・旅行 を
説明変数に回帰分析を行ったところ、以下の結果を得た。

質問項目

友達と楽しく勉強

興味あることが勉強

先生がいい先生

テストでいい点

将来のために必要

質問項目

先生がいい先生

テストでいい点

興味あることが勉強

友達と楽しく勉強

将来のために必要

質問項目

将来仕事に必要

将来役立つ

資格をとったりしたい

英語の力をのばしたい

試験がなければしない（反転）

必須でなければしない（反転）

授業外でも勉強したい

先生との関係が大切

良い先生だと勉強が楽しい

友達同士で学びあう雰囲気

映画や歌を理解したい

外国旅行に必要

色々な国の人と友達になりたい

分散 ％ ％ ％ ％

バリマックス回転 負荷 以上採用

今好き楽しいの重回帰分析

将来のため

コミュニケーション

クラス内雰囲気

調整済み 乗
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