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概要
2011 年度，小学校外国語活動が公立小学校に導入され，その目的がコミュニケーション
への積極性，異文化への関心と情意要因に焦点が置かれていることから，これまでに児童
の情意に焦点を置いた実証研究が行われ，研究成果が蓄積されつつある。本稿では，これ
までに明らかになっている小学校外国語活動における児童の動機づけと情意要因に関する
実証研究を総括し，教育的示唆，研究の限界点，当該研究分野における今後の展望につい
て述べる事を目的とする。
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1.	
 は じ め に 	
 
2008 年 1 月，学習指導要領の改訂に伴い小学校外国語活動の位置づけがより明確とな
り， 2011 年 4 月には高学年に対して年間 35 時間の必須化が義務付けられた。全国の各
公立小学校においては, ベネッセ教育開発センターの『第二回小学校英語に関する基本調
査（教員調査）報告書』（2010）によると, 概ねスムーズに活動が展開されているといえ
る。文部科学省の示す新学習指導要領に基づく小学校外国語活動の目標は「①言語や文化
について体験的に理解を深め，②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，③外国語の音声や基本的な表現に慣れ親しませながら，コミュニケーションへの
素地を養う」である。このため，小学校外国語活動の目的は，必ずしも英語力の発達を促
すものではなく，言語に慣れ親しませることや，学習に対する情意的側面と考えられるコ
ミュニケーションへの積極性に焦点が置かれている。異文化への関心とコミュニケーショ
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ンへの積極性は学習者動機づけと関わりがあるために， これまでに様々な基礎研究や実
践を介して行われた教育介入型研究が実施されてきた。本稿では,	
  最初に,	
  第二言語習
得分野における動機づけや情意要因の先行研究を概観し，小学校外国語活動に関する国内
のこれまでの実証研究を総括していく。

2. 先 行 研 究
2.1 動 機 づ け
1960 年代以降に第二言語習得理論の分野において個人差要因の研究が多く実施され，
とりわけ言語習得における動機づけは個人の学習に大きな影響を及ぼすと考えられ，半世
紀に渡って研究者・教育者の関心を集めてきた。1960 年代以降にはカナダの心理学者で
ある R. Gardner らによって，instrumental orientation- integrative orientation といった概念を
中心として，動機づけの構造を取り上げた研究が盛んに行われた。異文化への接触・態
度：動機づけ・不安・自信に関する研究も行われ，数多くの動機づけに関わる研究が行わ
れた。
その後，1990 年代以降には，より教育現場に根差した動機づけ研究の必要性が問われ
るようになり，教育心理学を基盤とした研究が行われるようになった。自己決定理論
(Deci & Ryan, 1985, 2002) ，帰属理論(Weiner, 1992)，期待価値理論(Eccles & Wigfield,
1985)などの教育心理学的理論が応用されるようになり，とりわけ，自己決定理論を中心
とした教育心理学的理論を基盤とした研究が行われるようになった。これは実際の教育現
場に根差した多様な動機づけを明らかにしようと試みたものである。自己決定理論とは，
Deci & Ryan (1985, 2002) が提唱した動機づけ理論であり，内発的動機づけと外発的動機
づけの概念を基盤とする。内発的動機づけは『何かをすること自体が楽しく満足が得られ
るのでする活動』(Yashima, 2010)であり，外発的動機づけは『何か目的があってする活動
の動機』(Yashima, 2010) である。内発的動機づけを高めるためには 3 つの心理的欲求の
充足が必要であるといわれており，3 つの心理的欲求とは，自律性 (自ら進んで学習して
いるという認知)・有能性 (自分は学習ができるという認知)・関係性 (周囲と一緒に学習
をしているという認知) である。なお，外発的動機づけは 4 つの動機づけの段階
(External regulation から Integrated regulation) があり，自己決定度の高低を想定することが
できるので多くの実証研究が行われてきた。
2000 年以降には，時間の経過に伴った動機づけの動的な変化を捉える研究が行われる
ようになり，時間の経過に伴う学習者の変化の傾向と変化のプロセスを捉える研究が行わ
れつつある。更に，近年，新たな構成要素として， L2 Motivational Self System に関する
研究もなされ，Future possible selves (可能自己)に関する研究が行われている。可能自己と
は，L2 理想自己 (成りたい自分，ありたい自分)，L2 義務自己(成るべき自分，あるべき
自分)，努力 (Intended Learning Effort)から構成され，近年，L2 Ideal Selves と Ought-to-
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selves の研究が行われている。Dörnyei (2005) によれば，L2 Ideal Selves と Ought-to-selves
をより明確に持つと動機づけの効果を高め，自分の姿の中に L2 を使う自己像があれば，
学習者を動機づける機能があると考える。

2.2	
  コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン へ の 積 極 性
文 部 科 学 省 の 外 国 語 活 動 の 目 的 が コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン へ の 積 極 性 (Willingness to
communicate: 以下 L2WTC)であることから， 近年，第二言語習得時における L2WTC に
関する研究が行われている。L2WTC の概念は，MacIntye, Clément, Dörnyei, & Noels (1998)
によって提案され，第二言語で他者とコミュニケーションを図ろうとする行為を概念モデ
ル化している。モデルには，社会的・個人的コンテキスト，情動的・認知的コンテキスト，
動機傾向，状況的要因，コミュニケーション行動への意志，コミュニケーション行動 (L2
使用)とピラミッド型のモデル化構造となり，コミュニケーション行動の複雑さを示して
いる (八島，2004)。この概念モデルは，カナダの社会心理学者の個人差要因に関する研
究の系譜であり，異文化接触・態度，動機づけ，不安，自信などの研究の延長とされてい
る。本概念は，第二言語習得分野においては，比較的新しい概念ではあるが，文部科学省
の示す外国語活動の目的でもあるために，近年注目を集めている。
L2WTC に関する研究は国内外で行われており，MacIntyre & Charos (1996) のカナダに
おける L2WTC モデルでは，学習意欲が L2WTC へと繋がり，L2WTC や L2 コミュニケー
ション能力の認知が L2 コミュニケーション頻度へと繋がると示している。国内でも，
L2WTC に関する研究が行われ，大学英語学習者における L2WTC を Yashima (2002),
Yashima et al (2004) では，共分散構造分析を用いて行いて分析している。日本人英語学習
者においては，L2 WTC に繋がる重要な要因として，L2 コミュニケーションの自信であ
ると述べている。また，Yashima (2002)の日本の EFL コンテキストにおける WTC モデル
においては，国際的志向性も L2WTC に繋がる要因として，有意差を認めている。

3. 本 稿 の 目 的
本稿では，外国語活動における児童の動機づけと情意要因（主にコミュニケーションへ
の積極性と異文化への関心）に焦点を置いて，これまでの国内における実証研究を総括し，
教育的示唆，研究の限界点，そして今後の展望を述べる事を目的とする。実証研究の総括
に際して，児童の動機づけと情意要因に関する研究を次の 3 つの視点から言及する。第一
に，動機づけと情意的要因に関する基礎研究 (性差・年齢差の比較検討, 活動時間増加に
伴う変化)，第二に，自己決定理論の観点から検討した小学生の動機づけ：中学年と高学
年の比較，第三に，児童を動機づける教育介入型研究：プロジェクト型授業実践と動機づ
けについて述べる。

65

4. 動 機 づ け と 情 意 的 要 因 に 関 す る 基 礎 研 究 :	
  性 差 ・ 年 齢 差
公立小学児童を対象に主に動機づけ，異文化への関心，コミュニケーションへの積極性，
不安，自信(Can-Do)に関する調査が蓄積されつつあり，性差と年齢差の特徴が明らかにな
りつつある。
性差においては，低学年・中学年・高学年ともに男子生徒よりも女子生徒の方が動機づ
けや情意的要因は高い傾向にあることが明らかになっている(Adachi, 2011b, Carreira, 2006a,
Kunimoto, 2005, 2006, 2007, Nishida, 2008, 2011, 2012a, 2013, 西田, 2012)。例えば，小学校 3
校で調査した(Adachi, 2011b)では，女子の方が男子に比べ，有意に動機づけが高く，同様
に身近な人々（友達，教師，親）の励まし, 学習態度，異文化の人とのコミュニケーショ
ン態度のいずれも有意に高かった。Nishida (2011)の研究によれば，動機づけ，外国語へ
の興味関心，不安，CanDo，コミュニケーションへの積極性，外国語活動のクラスの雰囲
気について公立小学児童 552 名を対象に性差比較を行ったところ，女子生徒の方が男子生
徒と比較をして，動機づけ，外国語への興味関心，CanDo, コミュニケーションへの積極
性，不安の全項目において男子生徒よりも高い傾向にあることを示した。この結果は，
Nishida (2013a)の性差比較において，女子生徒の方が男子生徒よりも動機づけや外国語へ
の興味関心が高いという結果と同一の見解を示している。更に，西田(2012)では，5 年
生・6 年生を対象に，自己決定理論に依拠した内発的動機づけ，自律性，有能性，関係性
の動機づけに関する項目と異文化への関心，CanDo, コミュニケーションへの積極性，L2
理想自己に関する調査を行った結果，5 年生・6 年生ともに，女子生徒の方が男子生徒と
比較して，全項目において高い傾向を示していることを明らかにした。これらの結果を総
括すると，外国語活動時における小学児童の性差比較に関しては，これまでの国内児童の
研究において女子生徒の方が男子生徒と比較して動機づけや情意要因が高い傾向にあると
いう一定の見解を示していると言えよう。
年齢差については，例えば，Nishida (2008; 2011)を概観すると，動機や異文化への関心
は，3 年生～6 年生までを比較すると，3 年生の方がより高い数値を示し，6 年生では低い
数値を示している (Nishida, 2008)｡ Nishida (2011)でも同様に，3 年生・4 年生・6 年生を
比較検討した結果，動機づけ，異文化への関心，Can-Do，L2WTC において，中学年の方
が高学年と比較すると高い傾向にあることを明らかにしている。結果として，年齢差を比
較すると，年齢が上がるにつれて興味・関心，動機づけが低下する傾向を(Carreira, 2006b;
Carreira, 2012a，Carreira, 2012b, Nishida, 2008; Nishida, 2011, Adachi, 2011b) 捉えつつある。
さらに，いくつかの研究で動機づけに影響を与える要因の年齢差について調べている。た
とえば，Carreira (2012a) はどのような要因が児童の「英語学習に対する内発的な動機づ
け」に関係しているのかを学年別に調べ，高学年になるほど「外国に対する興味」が「英
語学習に対する内発的な動機づけ」に関係していることを明らかにしている。これらのこ
とから Carreira は高学年では「外国に対する興味」を持たせることによって，「英語学習
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に対する内発的動機づけ」を高めることができる可能性を示唆している．また，Carreira
(2012b) は，小学生の英語学習に対する動機づけと学習全般に対する動機づけの関係を学
年別に調べた結果， 学年が上がるにつれて，「好奇心」が「道具的動機づけ」に影響を与
えなくなる傾向があること， 学校全般での学習を楽しいと感じている小学 6 年生は英語
学習においても高い動機づけを持つ傾向があること，さらに 成績や将来のために学習し
ている小学 6 年生は同様の目的で英語を学習し，また，外国への興味も高くなる傾向があ
ることを示唆している．
	
 
5. 動 機 づ け と 情 意 的 要 因 に 関 す る 基 礎 研 究 ： 活 動 時 間 増 加 に 伴 う 動 機 づ け と 情 意
的要因の変化と動機づけモデル
外国語活動が 2011 年度に本格的に始まる以前にも，多くの公立小学校で，年間 10 数時
間程度，外国語活動あるいは英語教育は実施されてきた。行事色の強い活動から，毎週実
施される領域となったことで，児童の動機づけを初めとする情意的要因はどのように変わ
ったのか，活動時間が増加した時期の児童の態度変化を見ることは，小学校の英語教科化
の是非に関する知見となり得ると考えられたため，活動時間増加に伴って，動機づけや情
意的要因はどう変化したかを中心に調査を行った。
まず，安達(2012a)では，1 小学校において英語活動が増えた時期に 3 年間の縦断調査を
行い，1 年毎に動機づけや異文化の相手とのコミュニケーション態度の変化を分析した。
その結果，英語学習増加に対する児童の関心，熟達願望などの動機づけに関する項目はや
や低下傾向にあった。同様に対立関係改善や非言語のコミュニケーションなど，「異文化
の人とのコミュニケーション態度」も減少していた。また，「動機づけ」に影響を与える
要因を分析したところ，3 年間，共通して影響が大きかったのは，「学習意識」と学習者
の「身近な人々」の励ましであり，「身近な人々」の影響は次第に強くなっていた。この
ことは，活動時間が増えると，児童は，教師や友達などの教室環境に影響を受けやすくな
ることを示した。
また別の小学校 3 校で調査した，Adachi(2012b)の動機づけモデルにおいても，「動機づ
け」に影響を与えていたのは「学習意識」であり，これは，主に英語に対する自信，英語
学習に対する努力信念に強い影響を与える概念であり，さらにこの「学習態度」には，
「身近な人々」が強く影響していた。これらから，児童の英語に対する動機づけを高める
ためには，積極的な学習態度を目指し，教師や友達が積極的に活動に関わり合える，より
良い教室の雰囲気作りが求められ，活動時間を単に増やすだけでは，動機づけは向上しな
いと考えられた。
また，Adachi (2011a)では，安達(2012a)と同様，1 小学校において主に「異文化の人と
のコミュニケーション態度」に焦点を当てて分析したところ，2 年間の縦断調査では，児
童は英語の重要性意識を維持し，また見知らぬ人に対する警戒感は減少するなどの効果が
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見られたが，自文化に対する重要性に減少傾向が見られた。また「異文化の人とのコミュ
ニケーション態度」は，英語の母語話者に対する志向性だけでなく，多様な英語話者に対
する志向性とも間接的に影響していたため，多様な言語プログラムがコミュニケーション
スキル向上には重要と考えられた。さらに，Adachi (2013)では，同一小学校で，3 年間に
亘って「異文化の人とのコミュニケーション態度」の変化をより詳しく分析ところ，減少
が見られたのは，男子で，女子の方はほとんど減少が見られず，また 5 年生よりも 6 年生
に減少が見られた。また，このコミュニケーション態度に最も強く影響を与えていたのは，
3 年間とも「学習意識」であり，また 3 年目には，「身近な人々」の影響も強く現れた。
このことからすると，やはり動機づけ同様，異文化の人とのコミュニケーション態度も，
単に外国語活動を増やすことでは向上せず，児童の学習態度が重要であり，また身近な
人々の影響も時間数増加に伴い，強くなったため，学習環境が一層重要になると考えられ
る。以上から，動機づけおよび情意的要因は，外国語活動の内容や指導者の関わり方によ
って，大きく左右されると結論づけられる。

6. 自 己 決 定 理 論 の 観 点 か ら 検 討 し た 小 学 生 の 動 機 づ け
Carreira(2012)では，自己決定理論をもとに，心理的三欲求と動機づけの関係を調べ，さ
らに，Carreira(2013)では都内の公立小学校１校を対象に，自己決定理論をもとにモデルを
作成し，中学年（小学 3 年生・4 年生）と高学年（小学 5 年生・6 年生）において動機づ
けに影響を与える要因がどのように異なるのかを明らかにするために多母集団同時分析を
行った。その結果，「認知された有能性」から「内発的動機づけ」に対するパスは高学年
の係数がより高く，「教師の励まし」から「内発的動機づけ」に対するパスは中学年の係
数がより高いことがわかった。これらのことから中学年の発達段階にある児童は教師の自
律的支援が児童の英語に対する動機づけにより大きな影響を与え，一方，高学年の発達段
階にある児童においては英語学習に対する動機づけを高めるには自分は英語ができるとい
う有能感がより重要な役割を示すということが明らかになった。さらに，カレイラ(2013)
は自己決定理論をもとにした動機づけと心理的三欲求がどのように変化するかを 4 年間の
縦断調査により調べた結果，動機づけは種類にかかわらず，減少していくことがわかった。
一方，心理的三欲求に関しては，自律性と有能性の欲求は 4 年間で有意な変化は見られず，
関係性の欲求に関しては小学 4 年生で有意に一時上昇したが，小学 5 年生で有意に減少し
ていた。さらに，動機づけ尺度と心理的三欲求の尺度の関係を学年別に調べた結果，内発
的動機づけに関しては，どの学年でも概して自律性の欲求，有能性の欲求，関係性の欲求
と正の関係が見られることを明らかにしている。

7. 児 童 を 動 機 づ け る 教 育 介 入 型 研 究 ： プ ロ ジ ェ ク ト 型 授 業 実 践 と 動 機 づ け
次に，動機づけを高めると考えられる教育的介入を言及し，研究成果に関する報告を行
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う。プロジェクト型授業とは発信型で主体的な学習方法であり，プロジェクトを実施した
結果として，これまでに肯定的な変化を認めた教育介入型実証研究が報告されている (八
島・廣森・前川・西田, 2009)。Nishida (2013ab), Nishida and Yashima (2009, in press)によれ
ば, 歌を歌う事が好きで劇をする事が好きな小学５年生の児童を対象に, ミュージカルの
プロジェクト型授業介入を行った。質問紙には自己決定理論に依拠した内発的動機づけ,
内発的動機づけを高める 3 つの心理的欲求(自律性、有能性、関係性), コミュニケーショ
ンへの積極性に関してミュージカルの事前・事後に調査を行った。対応のある t 検定を用
いて検証を行った結果, 内発的動機づけを高める 3 つの心理的要因である有能性，自律性
に顕著な肯定的な変化が見られ，コミュニケーションへの積極性にも肯定的な変化を認め
た。関係性においては，顕著な変化は認められなかったものの，他変数よりも高い数値を
事前・事後に示しており，教師や生徒同士の関係性の構築がある中でプロジェクトが行わ
れた事が明らかになっている。ミュージカル事後の共分散構造分析においても，内発的動
機づけに向かう自律性と有能性のパス係数に有意差を認めた。その後のビデオ解析による
質的研究においても，教師が児童を援助しつつ自律させていく姿が浮き彫りとなっている。
	
  この他に，Nishida (2013c)は，学期末にプロジェクト型授業を組み込んだカリキュラム
構想を行った公立小学校を対象に動機づけ，異文化への関心，コミュニケーションへの積
極性，CanDo ，L2 理想自己，リスニングテストを実施した。調査対象校のカリキュラム
構想では，Hi Friends 1& 2 を通常授業に取り入れながら，学期末にミニプロジェクトを組
み 込 ん で お り ， プ ロ ジ ェ ク ト の 内 容 は 「 Making a picture book 」「 Group presentation
activity」「Making a play」であり，各グループが絵本を作る，プレゼンを実施する，劇を
考えるといったプロジェクトを学期末に行っていた。各プロジェクトに要した時間は４時
間ほどである。このカリキュラム構想を用いた結果，5 年生と 6 年生の児童において全項
目とリスニングテストにおいて肯定的な変化を認め，反復測定の t 検定の結果，有能性，
CanDo，リスニングテストに統計的有意差を認めている。質的研究（観察記録・面接）に
おいても，教師らが児童に必要な足場をかけながら(scaffolding)，児童の発話を促す様子
が浮き彫りとなり，ALT の面接においては担任教師らに児童の好む活動や傾向を伺いな
がら，授業計画を立てていることが明らかになった。	
 
	
  さらに，内容重視の授業 (Content-based instruction)を用いたプロジェクトを行った公立
小学校においても，その効果が報告されている。Carreira (2008)では，3 日間に渡る内容重
視授業(家庭科・社会科・英語の教科横断)を行った結果，事後の調査において，児童の知
的好奇心や外国に関わる変数に肯定的な変化を認めた。同様に Nishida (2009)においても，
7 日間に渡るプロジェクト型授業 (社会科・図工・英語の教科横断) において，知的好奇
心，動機づけ，自信，L2WTC などの心理的要因に肯定的な変化を認め，特に男子生徒に
おいて肯定的な変化があることを示した。
	
  Nishida (2012, in press)では，通常のカリキュラムを用いて，1 年間を通した縦断的調査
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を行った結果，児童の動機づけ，他教科・言語や文化への関心，コミュニケーションの積
極性，CanDo が全体として低下する傾向にある，或は学級単位においては動機づけや情
意要因が維持できる学級もあれば低下する傾向にある(Nishida, 2013c, in press)と示した。
しかし，上記に示すようにプロジェクト型学習を組み込んだ外国語活動を行う公立小学校
においては動機づけや情意要因が肯定的な変化を示す傾向を認め，その変化の傾向を捉え
つつある。

8. 教 育 的 示 唆
	
  これまでの研究成果から，次の教育的示唆を提示することができよう。第一に，プロ
ジェクト型授業を行った結果として，児童の動機づけや情意要因に関して肯定的な変化を
認めていることから，1 年間のカリキュラム構想をするにあたり，プロジェクトを学期末
や年度末などに導入することが考えられよう。更に，内容重視のアプローチを取り入れた
授業実践においても，知的好奇心などに変化を認め，動機づけや情意要因が低いと考えら
れる男子生徒においても，肯定的な変化を認めていることから，社会科などとリンクづけ
るような授業が考えられよう。第二に，外国語活動において児童を動機づける要因が，自
律性，有能性，関係性の充足，とりわけ，教師やクラスメートとの関係性の構築が重要で
あると考えられる。外国語を「できる」と認知することが，L2WTC や動機づけに影響が
あると考えられるので，児童が「できる」と感じることができるよう，児童に必要な「足
場をかけ」や「褒める」ことも重要な要因であると考えられよう。

9. 研 究 の 限 界 点
これまでの実証研究の限界点は，今までの研究が 1 校や一地域に限ったものが多く，一
般化が難しいことから，より一般化するためには，全国的な規模での調査が必要であろう
と考えられる。また，多くの量的調査が行われてはいるものの，質的調査に関する実証研
究が数少ないという点が挙げられる。教室内をより精緻に微視的に捉えるために，質的調
査方法を用いて，児童や教師に関する動機や情意要因に関わる実証研究を行っていく必要
があろう。

10． 今 後 の 展 望
今後の展望として，上記の掲げる研究を概観すると，外国語活動の体験が増えるに伴い，
児童は動機づけや関心が低下する傾向にあると考えられる。特に，女子に比べて男子，ま
た中学年に比べ高学年では，より動機づけや興味を持続させるのが難しくなる。また，異
文化の人とのコミュニケーション態度にも今のところ向上は見られない(Adachi, 2011a, 安
達, 2012a)。今後は，動機づけや関心，コミュニケーション態度についてのさらなる研究，
また男子や高学年でも動機づけや関心を維持できる教育方法についての研究が求められる
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だろう。更に，次の課題が考えられる。1) 教科化の前に，評価というものをどう扱い，
評価を取り入れた際に情意面に与える影響はどのようなものか，調査を行っていく必要が
ある。2) 小中の連携における動機づけの低下をいかに防ぐかを研究することが重要であ
る。3) 教師やクラスメートとの関係性をどのように構築すべきか，求められるコミュニ
ケーション力とはどのようなものかについても検討し，解明していく必要があろう。

11． 結 語
本稿では，小学校外国語活動における動機づけを基盤とする基礎研究・教育介入型研究
の蓄積について概観し，教育的示唆，研究の限界点，今後の展望について述べた。基礎研
究では、外国語活動に対する動機づけや関心など肯定的な態度の維持が難しいことが示唆
されたが，教育方法 (意図的なプロジェクトのような教育的介入) によって児童の動機や
関心が変化する可能性があることも捉えつつある。また，社会的要因(ダイナミクス：担
任や生徒同士の関わり)が外国語活動における動機や関心に影響がある可能性も示した。
日本における小学校外国語活動では，①英語力の発達は目標ではなく，②日常接しない言
語に対する動機づけの必要があり，③他者との関係性の影響は社会文化的にも強い面があ
ることから，動機づけや情意的要因に焦点を当てた研究と実践が一層望まれる。今後の発
展的展開としてより効果的な教育的介入(カリキュラム構想やよりよい教授法の確立)を模
索し，よりよい関係性(教師・生徒)を構築していくことが重要であると考えられる。今後，
さらに，より多くの実践報告と実証研究を蓄積していくことで，望ましい小学校外国語活
動を期待することができよう。
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