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یᰯ✀㛫ࡢࡘ࡞ࡀࡾࡀᑠ࣭୰Ꮫᰯ㛫ࡲࡗ࡚࠸ࡿࡇࡽࠊ┴ࡢྲྀ⤌ࢆཧ

ࡿࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋᰯ✀㛫ࡢࡘ࡞ࡀࡾࢆព㆑ࡋࡓྲྀ⤌ࡘ࠸࡚ࡣࠊᑠᏛᰯ࡛ࡢᏛࡧ⥆ࡃࠊ୰

⪃ࡋ࡞ࡀࡽࠊྛ㒔㐨ᗓ┴ࡀᐇྜࢃࡏ࡚ྲྀ⤌ࢆ᥎㐍ࡍࡿࡇࡀ㔜せ࡛࠶ࡿࠋࡲ

Ꮫᰯ࣭㧗➼Ꮫᰯ࡛ࡢᏛࡧࢆぢᤣ࠼ࠊᰯ✀㛫࡛ሗඹ᭷ࡋ࡞ࡀࡽྲྀ⤌ࢆ㐍ࡵࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋຍ࠼࡚ࠊ

ࡓࠊඃࢀࡓྲྀ⤌ࢆᅜ࡛ሗඹ᭷ࡍࡿࡇࡀ࡛ࡁࢀࡤࠊࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢᩍ⫱ࡢ

እ㒊ᶵ㛵➼ࢆ᭷ຠά⏝ࡍࡿࡓࡵࡢ᪉⟇ࡢ◊✲ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ

᭦࡞ࡿᐇࡘ࡞ࡀࡿ⪃࠼ࡽࢀࡿࠋ

 Ϫ 㹇㹁㹒⎔ቃࡢᩚഛྥࡅࡓྲྀ⤌ࡘ࠸࡚
یᩚഛࢆ╔ᐇ᥎㐍ࡍࡿࡓࡵࠊྛ㒔㐨ᗓ┴࡛ࡣࠊィ⏬ࡸᡭᘬࡁ➼ࡢ⟇ᐃࢆ᳨ウࡍࡿ
ࡇࡀᚲせ࡛࠶ࡿࠋ
ྛی㒔㐨ᗓ┴࠾࠸࡚ࠊ㹀㹗㹍㹂ࡢྲྀ⤌ࢆᐇࡍࡿ㝿ࡣࠊ㹕㹣㹠ࣇࣝࢱࡢᑟධࡸ
ሗ࣭ࣔࣛࣝࢭ࢟ࣗࣜࢸࡢほⅬࡽࡢᣦᑟࢆ᳨ウࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋྲྀ⤌ࡢᣑ

ྛی㒔㐨ᗓ┴࠾࠸࡚ࠊྲྀ⤌ࡢᐇࡀᅗࡽࢀ࡚ࡁ࡚ࡣ࠸ࡿࡶࡢࡢࠊࣉࣟࢢ࣑ࣛࣥࢢᩍ⫱ࢆඣ❺⏕ᚐ

یከࡃࡢ┴ࡀࡘ࡞ࡀࡾࢆព㆑ࡋࡓྲྀ⤌ࡢᚲせᛶࢆㄆ㆑ࡋ࡚࠸ࡿ≧ἣຍ࠼ࠊᣦᑟ᪉ἲ

ᙜࡓࡗ࡚ࡣࠊ␗࡞ࡿ㹍㹑ࡼࡿືసࡢ☜ಖ࡞㓄៖ࡍࡿᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

ࡼࡾ῝ࡃᏛࡤࡏࡿࡓࡵࠊᅜࡣࠊᩍဨࡢ᭦࡞ࡿࢫ࢟ࣝࢵࣉࢆ┠ᣦࡍ◊ಟ➼ࡢᐇࡸࠊ㹇㹁㹒

ࡸᏛ⩦ෆᐜ➼ࡘ࠸࡚ࡢᰯ✀㛫࡛ࡢ㐃ᦠࡸඹ㏻⌮ゎࢆㄢ㢟ࡋ࡚ᣲࡆ࡚࠸ࡿࡇ

ی㹅㹇㹅㸿ࢫࢡ࣮ࣝᵓࢆ㐍ࡵࡿᙜࡓࡾࠊᅜࡣࠊヲ⣽ࡘලయⓗ࡞ㄝ᫂ࢆ࠾㢪

ᨭဨ➼ࡢேⓗᥐ⨨ᑐࡍࡿ୍ᒙࡢᨭࢆ࠾㢪࠸ࡋࡓ࠸ࠋ

ࡽࠊᅜࡣࠊᏛ⩦ෆᐜࢆయ⣔ⓗ♧ࡋ࡚ྲྀࡾ⤌ࢇ࡛࠸ࡿࡸࠊᰯ✀㛫ࡢࡘ࡞ࡀ

࠸ࡋࡓ࠸ࠋࡲࡓࠊᵓᚋࡢᨭࡣᮍᐃ࡛࠶ࡿࡓࡵࠊ⎔ቃᩚഛᚋࡢ⥅⥆ⓗ࡞ᨭࡢ

ࡾࢆព㆑ࡋࡓྲྀ⤌ࡢ㞟ཬࡧሗⓎಙࡢ⥅⥆ࢆ࠾㢪࠸ࡋࡓ࠸ࠋ

᳨ウࡸࠊ㧗➼Ꮫᰯ࠾ࡅࡿ⎔ቃᩚഛࡢᐇྥࡅࠊ᭦࡞ࡿᨭࢆ࠾㢪࠸ࡋࡓ࠸ࠋ

-1-

௧ඖᖺᗘᅜ㒔㐨ᗓ┴ᩍ⫱㛗༠㆟➨㸰㒊

ㄪᰝ◊✲

ᴫせ∧

◊✲ㄢ㢟ࠕ㟷ᑡᖺࡢయ㦂άືࡢ᥎㐍ࡘ࠸࡚㹼㒔㐨ᗓ┴❧㟷ᑡᖺᩍ⫱タ࠾ࡅࡿయ㦂άືࡢᐇྥࡅ࡚㹼ࠖ
◊✲ᢸᙜ┴㸸㟷᳃┴ࠊ༓ⴥ┴ࠊ㜰ᗓࠊᚨᓥ┴ࠊ㮵ඣᓥ┴ࠊ⚄ዉᕝ┴ ᰝ┴ ࠊឡ▱┴㸦ᰝ┴㸧
टࢭ
ಕැཱིݟ੪ঙ೧گүࢬઅͲߨΚΗΖࣙષରݩಊΏࡠରݩಊ͵ʹରݩಊ
ͶܐΖಝ৯͍ΖࣆྭΝफॄ͢ɼ੪ঙ೧گүࢬઅༀׄɼ੪ঙ೧گүࢬઅͳָߏͳ
࿊ܠࡑΕ๏;ٶରݩಊްՎͶͯ͏ͱߡࡱͤΖͳͳͶɼରݩಊ͵ͳ఼ڎΖ
੪ঙ೧گүࢬઅύʖχ;ٶλϓφྈݳয়ΝѴ͢ɼ֦ಕැݟϓΡʖχ
ώρέɼΉͪࠅགྷͶༀཱིͱͱ͏͚ɽ

Ϩ
㸯

ㄪᰝ⤖ᯝ࠙ᢤ
ᢤ⢋ࠚ

㸦㸲㸧ᩍ
ᩍ⛉➼㛵㐃ࡅࡓຠᯝⓗ࡞ࣉࣟࢢࣛ
࣒Νʰࣰࢬ͢ͱ͏Ζʱͳյͪ͢ͺ
ˍɽ

≉Ⰽ࠶ࡿయ㦂άືࡽ
ᶅ68.3%

㸦㸯㸧ᩥࡸẼೃ➼❧ᆅ⎔ቃࡢ≉ᛶࡸタࡢ
タ⨨⤒⦋➼ࢆ⏕ࡋࡓຠᯝⓗ࡞ࣉࣟࢢࣛ
࣒Νʰࣰࢬ͢ͱ͏Ζʱͳյͪ͢ͺ
95.1ˍɽ
㸦㸰㸧ᮇ㛫࡞ࡢ⏝⪅ᩘࡀⴠࡕ㎸ࡴᮇ
ࠊ⏝ࢆಁ㐍ࡋ࡚࠸ࡿࣉࣟࢢ࣒ࣛΝ
ʰࣰࢬ͢ͱ͏Ζʱͳյͪ͢ͺˍɽ

0%

20%

40%

ᶅͺ͏

0%

100%

n=41

20%

40%

ᶆ34.1%
60%

80%

ᶆ͏͏͓

100%

n=41

㸦㸴㸧㜵⅏ࢆࢸ࣮࣐ࡋࡓࣉࣟࢢ࣒ࣛΝʰࣰ
ࢬ͢ͱ͏Ζʱͳյͪ͢ͺˍɽ

࣭ྛ㒔㐨ᗓ┴࡛ࡢᐇ⋡ࡀ㧗࠸ࠋ
࣭ࣉࣟࢢ࣒ࣛࡢ⥅⥆ෆᐜࡢ῝ࢆᅗࡗ
ࡗ
࡚࠸
࠸ࡃᚲせࡀ࠶ࡿࠋ

ᶅ65.9%
0%

20%

40%

ᶅͺ͏

ᶆ34.1%
60%

80%

ᶆ͏͏͓

100%

n=41

ی㸦㸲㸧㹼㸦㸴㸧ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣ͐
ʀʤ̏ʥʛʤ̑ʥͶർ΄ɼΏΏࣰࢬི͗
ఁ͏ɽ
ʀࣆྭΝࢂߡͳͯͯ͢ɼ֦ಕැݟ
ࣰସͶԢͣͪϕϫήϧϞͳࣰࢬ
͗ٽΌΔΗΖɽ
ˠຌࠬڂݜͶͺɼࣆྭ͗ͦر
ΔΗͱ͕Εɼ͞ΗΝ֦ಕැگݟүҗ
ҽճͶ͢ڛɼ༽ΝਦΖɽ

㸰 య㦂άືࡢᐇྥࡅࡓయไᩚഛ
ཬࡧ᥎㐍⟇ࡢᅾࡾ᪉ࡽ

࠙ᥦ
ᥦゝྥࡅࡓ᪉ྥᛶࠚ

㸦㸯㸧㒔㐨ᗓ┴❧㟷ᑡᖺᩍ⫱タࢆ⥔ᣢࡋ࡚
࠸ࡃୖ࡛ࡢࠊタ࣭タഛࡢ⪁ᮙͶͯ͏
ͱͺɼʰ՟ୌͳ͵ͮͱ͏Ζʱ͗ˍɽ

˕੪ঙ೧گүࢬઅͶͺɼࣙષରݩ
ΝͺͣΌͳͤΖରݩಊΝۅ
దͶͤڛΖΆ͖ɼαϝϣω
ίʖεϥϱྙఁԾΏҡ೧ྺॄ
Ͳިླྀଏ੪ঙ೧ݳ
େద͵՟ୌΝࠂෲ͢ͱ͏͚॑གྷ
͵ༀ͍ׄ͗Ζɽ
˕ࠕޛ੪ঙ೧گүࢬઅͶͺɼद
਼࣎ۂଁՅΏಉ͘๏րַ؏
఼͖Δɼگү՟ఖͶҒ͜Δ
ΗΖɼָߏ͗ΓΕཤ༽͢Ώͤ͏
ϕϫήϧϞΏࢬઅઅඍ
ैࣰ͗චགྷՆܿͲ͍Ζɽ
˕ࢤௌଞࠬ݃Վ͖Δͺɼޮڠ
ͱ͢ͳؖؽγʖϑηң࣍Ώ
ࢬઅઅඍैࣰΝਦΕ͵͗Δɼ
ΓΕै಼ࣰͪ͢༲ϕϫήϧϞ
Νࣰࢬ͢ͱ͏͚͞ͳ͗ಕැݟ
ཱི੪ঙ೧گүࢬઅ؇ཀྵʀӣӨ
๏ҲͯͲ͍Εɼରݩ
ಊΝਬͤΖॶͳ͢ͱ॑གྷ͵
ༀׄΝغଶ͠Ηͱ͏Ζͳߡ
͓ΔΗΖɽ

ᶆ2.4%
ᶅ97.6%
0%

ی㸦㸯㸧㹼㸦㸴㸧ࡢㄪᰝ⤖ᯝࡽ͐
ʀࡄқࣟΝܔ͢ɼࡄ֒ਫ਼࣎
ඈೋॶӣӨόΤύΤΝࢨ
ͤϕϫήϧϞ
ʀ՟ୌΝ์͓Ζ੪ঙ೧Νଲেͳͪ͢ϕϫ
ήϧϞ
͞Γ͑͵ݳେద͵՟ୌͶଲԢͤΖϕϫ
ήϧϞࣰࢬͶͺɼ࣏Γ͑͵͞ͳ͗ච
གྷͲ͍Ζɽ

˕ࠬଲে
ʀಕැگݟүҗ
ҽճऀճگү୴
෨ॼ
ʀ୴ڂݜ̕ැݟ
ࢤௌଞگүҗ
ҽճ

20%

40%

ᶅ՟ୌͳ͵ͮͱ͏Ζ

60%

80%

ᶆ՟ୌͳ͵ͮͱ͏͵͏

100%

n=41

㸦㸰㸧⪁ᮙࡀㄢ㢟࡞ࡗ࡚࠸ࡿሙྜࡢ᪉ྥ
ᛶ
㸣
ʀʰࢬઅΝրͤΖʱ ˢ
㸣
ʀʰࢬઅΝͤΖʱ ˢ
ʀʰوໝրଆͶΓΕɼࡑݳࢬઅΝϨ
㸣
ωϣʖΠϩͤΖʱ ˢ
ʀʰঘഃरͶΓΕɼࡑݳࢬઅΝң
࣍ͤΖʤ̏݇ͪΕ༩ఈՃ֪͗
㸣ɽ
ຬԃາຮࣆʥʱ ˢ

˕ద͵எࣟʀٗΝ࣍ͯࢨं
үʀഓ
˕෨ਕࡒ༽

࣭⌧≧ࢆ⥔ᣢࡋ࡞ࡀࡽࡢタ㐠Ⴀ
࣭ከࡃࡢ㒔㐨ᗓ┴࠾࠸࡚ࡣࠊ㈈ᨻ
ⓗ࡞ၥ㢟ࡽ᪂⠏࣭ᨵ⠏ࠊつᶍ
ᨵಟ➼㋃ࡳษࡿࡇࡀ࡛ࡁ࡞࠸ࠋ

ᚋྥࡅ࡚࠙
࠙ᥦゝࠚ
ࠚ

ᶅྫ̐೧ౕ͖Δॳࣰ࣏ࢬ͠ΗΖָसࢨགྷΏ̑غ
گү৾خڷຌܯժͶ͕͏ͱɼରݩಊैࣰɼଡ༹͵ର
ݩಊؽճ֮ฯ͗͠ىΗΖɼಕැگݟүҗ
ҽճॶ؇੪ঙ೧گүࢬઅͶ͕͏ͱͺɼͨదୣ
ͪΌͶɼ͞ΗΉͲࣰࢬ͢ͱͪ͘ϕϫήϧϞैࣰʀր
વΆ͖ɼࣆྭΝࢂߡͳ͢͵͗Δɼگү՟ఖҒ
͜Νқࣟ͢ͱɼ֦گՌɼಝพಊɼ૱ద͵ָस࣎
ؔͳؖ࿊Ν࣍ͪͦͪϕϫήϧϞ͗ٽΌΔΗΖɽ

ϩ㸫
㸫㸰

80%

ᶆ͏͏͓

ᶅ65.9%
ᶅͺ͏

ϩ㸫
㸫㸯

60%

㸦㸳㸧ㄢ㢟ࢆᢪ࠼ࡿ㟷ᑡᖺࢆᑐ㇟ࡋࡓຠᯝ
ⓗ࡞ࣉࣟࢢ࣒ࣛΝʰࣰࢬ͢ͱ͏Ζʱͳյ
ͪ͢ͺˍɽ

㸦㸱㸧ேࡸᗂඣࠊぶᏊࢆᑐ㇟ࡋࡓࣉࣟࢢ
ࣰ࣒ࣛࢬͶͯ͏ͱͺɼʰࣰࢬ͢ͱ͏
Ζʱͳյͪ͢ͺˍɽ

ی㸦㸯㸧㹼㸦㸱㸧ࡢࣉࣟࢢ࣒ࣛࡣ͐

ᶆ31.7%

ʰ੪ঙ೧ରݩಊʱΝΌ͛Ζࠅಊ
˕ԟگү৻٠ճਅʤ̟̐̓ʥ
˕ָ࣏غसࢨགྷʤ̟̗̐ʛ̑̎ࠄࣖ ̩̐೧ౕ͖Δॳࣰ࣏ࢬʥ
˕̑گغү৾خڷຌܯժʤ̟̑̎ʥ
ରݩಊΝ॑ࢻ͢ɼͨؽճΝ֮ฯ͢ͱ͏͚චགྷ͵ʹ͗ٽΌΔΗͱ͏Ζɽ
Ҳ๏ɼ֦ಕැݟͶ͕͏ͱͺʞ
˕ࢬઅټԿ ɼঙࢢԿͶΓΖཤ༽ं਼༹ʹ͵ݰʓ͵՟ୌΝ์͓ͱ͏Ζɽ

ᶆཤ༽ं਼ݰঙͳ͏ࣰ͑͵՟ୌͶ͢ͱ͏Ζ͞ͳ͖
ΔɼࣆྭΝࢂߡͳ͢ͱɼָߏ͗ཤ༽͢Ώͤ͏ɼΉͪɼ
گҽ͗खΕΗΏͤ͏ͳ͏͖͑ΔϕϫήϧϞ
චགྷͲ͍Ζɽ͠ΔͶɼͨΗΔϕϫήϧϞΝࣰࢬͤΖ͞
ͳ͗Ͳ͘Ζࢨंү;ٶϕϫήϧϞࣰࢬΝγϛʖφ
ͤΖ෨ࢨं֮ฯͶܐΖࡔࢩԋචགྷͲ͍Ζɽ

ᶇଡ͚ಕැཱིݟ੪ঙ೧گүࢬઅͺɼټԿΏਕࡒଏ
՟ୌΝ์͓ͱ͕ΕɼʀրɼௗथໍԿݗ౾
Νߨ͏͵͗ΔɼࣙષରݩಊΏऀճରݩಊΝΌ༹ʓ
͵ରݩಊΝߨ͍͑Ͳ఼ڎΖࢬઅ࣍କద͵ӣӨ๏ࡨͶ
ͯ͏ͱɼ༩ࢋద͵Ώਕద͵͖ΔଡֱదͶݗ౾ͤΖච
གྷ͍͗Ζɽ

ᚋྥࡅ࡚࠙
࠙ᅜᑐࡍࡿ⟇ࡢᐇྥࡅࡓ⿵ຓไᗘࡢタ࡞㈈ᨻᥐ⨨ࢆྵࡵࡓᨭ⟇ࠚ
ࠚ

ᶅϕϫήϧϞʀրવΝߨ͑͞ͳ͗Ͳ͘Ζదஎࣟ
ͳٗΝ༙ͤΖऀճگүकࣆഓ
˕৮ҽͲ͍ΖऀճگүकࣆഓͶܐΖࡔࢩԋ
˕ࢨंΏऀճگү࢞ࣁ֪खಚͶܐΖึঁౕ

ᶆదஎࣟͳٗΝ༙ͤΖ෨ࢨं༽
˕ରݩಊΝްՎదͶߨ͑ͪΌ෨ࢨं༽ͶܐΖ
ึঁࣆۂ

ᶇಕැཱིݟ੪ঙ೧گүࢬઅ࣍କదӣӨͶࣁͤΖࢬઅઅඍ
˕ټԿଲԢͳ͢ͱɼࢬઅʀրʀوໝրଆ
ͶܐΖึঁౕ
˕ௗथໍԿրर;ٶଳਔրरͶܐΖึঁౕ
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௧ඖᖺᗘ䚷ᅜ㒔㐨ᗓ┴ᩍ⫱㛗༠㆟➨䠏㒊

ᴫせ∧

◊✲ㄢ㢟䚷䚷᪂つ᥇⏝ᩍဨ䜈䛾ᨭ䛻䛴䛔䛶
◊✲䛾㊃᪨
ᩍဨ䛾㔞㏥⫋䛻䜘䜚䚸᪂つ᥇⏝ᩍဨ䛾㔞᥇⏝䛜⥆䛔䛶䛔䜛䛜䚸≉䛻ᑠᏛᰯᩍဨ䛻䛴䛔䛶䛿ᩍဨ᥇⏝ヨ
㦂䛻䛚䛡䜛ಸ⋡䛾పୗ䜔䚸᥇⏝⪅䛻༨䜑䜛Ꮫ➼䛾᪂つ༞ᴗ⪅䛾ྜ䛾ቑຍ➼䚸ᖺ㱋䜔⤒㦂ᖺᩘ䛾ᆒ⾮
䛻䜘䜛ᘢᐖ䛜⾲ฟ䛧䜔䛩䛔≧ἣ䛷䛒䜛䛸⪃䛘䜙䜜䜛䚹
୍᪉䛷䚸Ꮫᰯᩍ⫱䛾ㄢ㢟䛿ከᵝ䞉」㞧䛧䛶䛚䜚䚸䛣䜜䛛䜙䛾Ꮫᰯᩍ⫱䜢ᢸ䛖ᩍဨ䛾㈨㉁⬟ຊ䛾ྥୖ䛾䛯
䜑䛾᪉⟇䛜䜎䛷௨ୖ䛻ᚲせ䛸䛺䛳䛶䛔䜛䚹
ᩍ⫱බົဨ≉ἲ䛾ᨵṇ䛻క䛔䚸ྛ㒔㐨ᗓ┴ᩍ⫱ጤဨ䛷䛿༠㆟䜢タ⨨䛧䚸Ꮫ➼䛸㐃ᦠ䛧䛶䚸ᩍဨ䛾
㣴ᡂ䞉᥇⏝䞉◊ಟ䛾୍యⓗ䛺ྲྀ⤌䜢㐍䜑䛶䛔䜛䛸䛣䜝䛷䛒䜛䚹
䛭䛣䛷䚸᪂つ᥇⏝ᩍဨ䜢ྵ䜐ⱝᡭᩍဨ䛾⫱ᡂ䛾䛯䜑䛾ྲྀ⤌≧ἣ➼䜢ඹ᭷䛧䚸⪃ᐹ䛩䜛䚹

䜎䛸䜑䠍

ึ௵⪅◊ಟ➼䛻䛚䛡䜛Ꮫ➼䛾༠ຊ䛻䛴䛔䛶

䖃 㻟㻝┴䛷䛿䚸ึ௵⪅◊ಟ➼䛷Ꮫ➼㛵ಀ⪅䛾༠ຊ䜢ᚓ䛶䛚䜚䚸䛭䛾ከ䛟䛿◊
ಟ䛾ㅮᖌ䛸䛧䛶䛾༠ຊ䛷䛒䜛䚹䛭䛾䛖䛱䠒┴䛿䝥䝻䜾䝷䝮㛤Ⓨ䜢Ꮫ➼䛸ඹྠ䛷
⾜䛳䛶䛔䜛䚹 䠄㉁ၥ㻭䠍䚸䠎䠅

䜎䛸䜑䠎

ㄪᰝෆᐜ

䖃
䖃
䖃
䖃
䖃

䠝 Ꮫ➼㛵ಀ⪅䛜ึ௵⪅◊ಟ➼䜢ᨭ䛩䜛⤌䜏
䛻䛴䛔䛶
䠞 ึ௵⪅䛜ᶓ䛾䛴䛺䛜䜚䜢䜒䛶䜛ึ௵⪅◊ಟ䛾ᅾ䜚᪉
䛻䛴䛔䛶
䠟 ⯡

ᶓ䛾䛴䛺䛜䜚䛾ᵓ⠏䛻ྥ䛡䛯◊ಟ䛾ᕤኵ➼䛻䛴䛔䛶

䝨䜰䝽䞊䜽䚸䜾䝹䞊䝥䝽䞊䜽䚸༠㆟➼
ึ௵⪅◊ಟ䛷༠ຊ䜢ᚓ䛶䛔䜛䚹
㻝㻡┴䚸㻟㻟㻑

␗䛺䜛ᕷ⏫ᮧ䛷䛾⌜⦅ᡂ

䛭䛾

䜎䛸䜑䠑

௨๓䛿ᐇ䛧䛶䛔
䛯䛜䚸ᗫṆ䛧䛯䚹
㻝㻣┴䚸㻟㻣㻑

ᖺᗘᐇ䛧䚸᮶ᖺᗘ௨㝆䜒
⥆䛡䜛䚹
㻝㻟┴䚸㻞㻤㻑

㻟㻥┴
㻞㻥┴

᥇⏝๓◊ಟ䛾ᐇ

ⱝᡭᩍဨ䛻ᑐ䛩䜛◊ಟ䠄ึ௵⪅
◊ಟ䜢㝖䛟䚹䠅䛷༠ຊ䜢ᚓ䛶䛔䜛䚹
㻟┴䚸㻢㻑

ึ௵⪅◊ಟ䛾ᙎຊⓗᐇ䛻䛴䛔䛶

ᅗ䠐 ึ௵⪅◊ಟ䛸䛧䛶䛾ᐟἩ◊ಟ䛾ᐇ䠄ᅇ⟅┴ᩘ䠖䠐䠒┴䠅

㻠㻝┴

␗ᰯ✀䛻䜘䜛⌜⦅ᡂ

ึ௵⪅◊ಟ䛻䛚䛡䜛ᐟἩ◊ಟ䛾ᐇ䛻䛴䛔䛶

䖃 䠎䠕┴䛜ᐇ䛧䛶䛔䜛䛜䚸䛖䛱㻝㻢┴䛿᮶ᖺᗘ௨㝆䛾ぢ┤䛧ཪ䛿ᗫṆ䜢᳨ウ䛧䛶
䛔䜛䚹䠄㉁ၥ䠞䠎䠅

㻠㻡┴

┦䛾ᤵᴗཧほ䛾ᐇ

䜎䛸䜑䠐

䜎䛸䜑䠏

ᅗ䠏 ཧຍ⪅䛜ᶓ䛾䛴䛺䛜䜚䜢䜒䛶䜛䜘䛖◊ಟ䛾ᕤኵ➼䜢⾜䛳䛶䛔䜛䠄」ᩘᅇ⟅ྍ䠅

ᐇ䜢᳨ウ୰䛷䛒䜛䚹
㻢┴䚸㻝㻟㻑
ึ௵⪅◊ಟཬ䜃ⱝᡭᩍဨ䛻ᑐ
䛩䜛◊ಟ䠄ึ௵⪅◊ಟ䜢㝖䛟䚹䠅
䛷༠ຊ䜢ᚓ䛶䛔䜛䚹
㻝㻟┴䚸㻞㻤㻑

㻠㻣㒔㐨ᗓ┴ᩍ⫱ጤဨ䜈䛾䜰䞁䜿䞊䝖ㄪᰝ
ㄪᰝᇶ‽᪥䠖௧ඖᖺ䠔᭶䠍᪥
ㄪᰝᮇ㛫䠖௧ඖᖺ䠔᭶䠑᪥䡚䠔᭶㻟㻜᪥
ㄪᰝᑐ㇟䠖ᑠᏛᰯᩍㅍ ึ௵䡚䠏ᖺ┠
◊✲ᢸᙜ┴䠖ዉⰋ┴䞉ᗈᓥ┴䞉㟼ᒸ┴䠄ᰝ䠅

䖃 䜋䛸䜣䛹䛾┴䛷䛿䚸ึ௵⪅◊ಟ➼䛷ཧຍ⪅䛜ᶓ䛾䛴䛺䛜䜚䜢ᵓ⠏䛷䛝䜛䜘䛖
䝨䜰䝽䞊䜽䚸䜾䝹䞊䝥䝽䞊䜽䜔␗䛺䜛ᕷ⏫ᮧ䛷䛾⌜⦅ᡂ䛺䛹䜢ྲྀ䜚ධ䜜䛶䛔䜛䚹
䠄㉁ၥ㻮䠍䠅

ᅗ䠍 ึ௵⪅◊ಟ➼䛻䛚䛔䛶Ꮫ➼䛾༠ຊ䜢ᚓ䛶䛔䜛≧ἣ䠄ᅇ⟅┴ᩘ䠖䠐䠒┴䠅
ᐇ䛧䛶䛔䛺䛔䚹
䠄᳨ウ䛾ணᐃ䜒䛺䛔䚹䠅
㻥┴䚸㻞㻜㻑

ㄪᰝ᪉ἲ

㻝㻤┴

ᖺᗘ䛿ᐇ䛩䜛䛜䚸
ᗫṆ䜢᳨ウ䛩䜛䚹
㻠┴䚸㻥㻑

㻝㻠┴

⮫ⓗ䛻௵⏝䛥䜜䛯᪂つ᥇⏝䛾ㅮᖌ➼䛻ᑐ䛩䜛◊ಟe䝷

䜎䛸䜑䠒

ᖺᗘ䛿ᐇ䛩䜛䛜䚸᪥⛬䞉
ෆᐜ䛾ぢ┤䛧䜢⾜䛖䚹
㻝㻞┴䚸㻞㻢㻑

䡁䝷䞊䝙䞁䜾䛾ᑟධ䛻䛴䛔䛶

䛔䛶
䖃 䜋䛸䜣䛹䛾┴䛻䛚䛔䛶䚸ึ௵⪅◊ಟ䜢ᙎຊⓗ䛻ᐇཪ䛿ᐇணᐃ䛸䛧䛶䛔
䜛䚹 䠄㉁ၥ㻯㻝㻕
䖃 ◊ಟయ⣔䜢ぢ┤䛧䚸᥇⏝䠎ᖺ┠௨㝆䛻◊ಟ䜢ศᩓ䛥䛫䛶䛔䜛┴䛜䛒䜛䚹
ᅗ䠓 ᰯෆ◊ಟ䛾ᐇ㛫ཬ䜃ᰯእ◊ಟ䛾ᐇ᪥ᩘ䛾ᙎຊⓗ䛺タᐃ䠄ᅇ⟅┴ᩘ䠖䠐䠒┴䠅
ᙎຊⓗ䛺タᐃ䛿⾜䜟䛺䛔䚹
ᅗ䠍 ึ௵⪅◊ಟ➼䛻䛚䛔䛶Ꮫ➼䛾༠ຊ䜢ᚓ䛶䛔䜛≧ἣ䠄ᅇ⟅┴ᩘ䠖䠐䠒┴䠅
㻝┴䚸㻞㻑
ᚋ䚸タᐃ䛩䜛ணᐃ䛷䛒䜛䚹
䠄᳨ウ୰䜢ྵ䜐䚹䠅
㻣┴䚸㻝㻡㻑

䖃 㻠㻜┴䛷ᐇ䛧䛶䛚䜚䚸ᐇ᪥ᩘ䛿䠎䡚䠐᪥䛜㻞㻞┴䛸᭱䜒ከ䛔䚹
䖃 ⮫ⓗ௵⏝⪅䛻䛿◊ಟ䛾⿵ᥐ⨨䛜䛺䛔䛯䜑䚸◊ಟ䜈䛾ཧຍ䛜㞴䛧䛔䛸
䛔䛳䛯ពぢ䜒䛒䛳䛯䚹 䠄㉁ၥ㻯䠏㻕

ᅗ䠍䠑 䡁䝷䞊䝙䞁䜾䛾ᑟධ䠄ᅇ⟅┴ᩘ䠖䠐䠒┴䠅

ᅗ䠍䠎 ⮫ⓗ䛻௵⏝䛥䜜䛯᪂つ᥇⏝䛾ㅮᖌ➼䛻ᑐ䛩䜛◊ಟ᪥ᩘ䠄ᅇ⟅┴ᩘ䠖䠐䠌┴䠅

䠎䡚䠐᪥

䠕᪥

ึ௵⪅◊ಟ䛻ᑟධ䛧䛶䛔䜛䚹
㻠┴䚸㻥㻑
ⱝᡭᩍဨ䛾◊ಟ䛻ᑟධ䛧䛶䛔䜛䚹
㻟┴䚸㻢㻑

㻞㻞┴

䠍᪥௨ෆ

タᐃ䛧䛶䛔䜛䚹
㻟㻤┴䚸㻤㻟㻑

䖃 ึ௵⪅◊ಟ➼䛻㼑䝷䞊䝙䞁䜾䜢ᑟධ䛧䛶䛔䜛┴䛿㻝㻝┴䛸ᑡ䛺䛔䜒䛾䛾䚸䛣䛣䠎
ᖺ䛷䠓┴ቑ䛘䛶䛔䜛䚹ᑟධ䜢᳨ウ䛧䛶䛔䜛┴䛜䠕┴䛒䜛䚹䠄㉁ၥ㻯䠐䠅

㻝㻣┴

䕺 ึ௵⪅◊ಟ䛻䛚䛡䜛༠㆟䜔⌜⦅ᡂ➼䛾᭦䛺䜛ᕤኵ䛸䚸ෆᐜ㠃䜔ᚋ䛾䛴䛺䛜䜚䜢ᐇ䛥䛫䜛䛣䛸䚹
䕺 ⮫ⓗ䛻௵⏝䛥䜜䛯᪂つ᥇⏝䛾ㅮᖌ➼䛜◊ಟ䛻ཧຍ䛧䜔䛩䛔⫋ሙ⎔ቃ䛵䛟䜚䜢⾜䛖䛣䛸䚹

ึ௵⪅◊ಟཬ䜃ⱝᡭᩍဨ
䛾◊ಟ䛻ᑟධ䛧䛶䛔䜛䚹
㻠┴䚸㻥㻑
ᑟධ䛧䛶䛔䛺䛔䛜䚸ᑟධ䛩䜛䛛䛹䛖
䛛䚸᳨ウ୰䛷䛒䜛䚹
㻥┴䚸㻞㻜㻑

㻝┴

㒔㐨ᗓ┴䛻ồ䜑䜙䜜䜛䛣䛸

ᑟධ䛧䛶䛔䛺䛔䚹
㻞㻢┴䚸㻡㻢㻑

ᅜ䛻ồ䜑䜛䛣䛸
䕺 ⮫ⓗ䛻௵⏝䛥䜜䛯᪂つ᥇⏝䛾ㅮᖌ➼䛻ᑐ䛩䜛◊ಟ䜢ᐇ䛥䛫䜛䛯䜑䛾⿵ㅮᖌ䛾ᥐ⨨䜢⾜䛖䛣䛸䚹
䕺 䠥䠟䠰䛾ᬑཬ䛻䜘䜚䚸ᚋ䚸䡁䝷䞊䝙䞁䜾䜢ᑟධ䛩䜛┴䛿ቑ䛘䜛䛣䛸䛜ண䛥䜜䜛䛯䜑䚸ᩍဨ⏝➃ᮎ➼䛾ᩚ
ഛ䛸䚸㒔㐨ᗓ┴䛜ඹ㏻䛷䛘䜛◊ಟ䝁䞁䝔䞁䝒䛾㛤Ⓨ䜢⾜䛖䛣䛸䚹

-3-

ʰگ৮ҽௗ࣎ؔ࿓ಉΝմভͤΖͪΌಉ͘๏րַͶͯ͏ͱʱ
ʮࠅಊʯ

સࠅಕැگݟүௗڢ٠ճ෨ճ ྫݫ೧ౕڂݜࠬ

ʮࠬదʯ
֦ಕැݟͶ͕͜Ζگҽۊແ࣎ؔѴয়ڱΏɼگҽಉ͘๏րַͶͯ͵͗Ζ֦ಕැݟۂແրવݳয়ΏखૌΝѴɼߡࡱ
ˢࠕޛ֦ಕැݟͶ͕͜Ζɼࢬࡨɼࣆۂݗ౾ɼΉͪɼࠅགྷͶༀཱིͱΖɽ

˛ ৻گਅʀชՌݸΪχϧϱʤ+ʥ
ʀگҽۊແ࣎ؔͺɼࣙހਅࠄ๏ࣞͲͺ͵͚,&7ΏνϞΩʖχͶΓΕ؏ٮదͶѴ
ʀߏۊແ࣎ؔͲ͘ΖݸΕ؏ٮద͵๏๑ͶΓΕܯ
ʀࡑߏ࣎ؔգۊແʁ݆ͪΕ̒̓࣎ؔҐ಼ɼ೧ͪΕ̑̔̎࣎ؔҐ಼
ʀگүҗҽճͺɼॶ؇಼ޮָཱིߏࢥگۊແ࣎ؔݸͶͤؖΖ๏ਓΝࡨఈ

ʮࠬ๏๑ʯ
˛
˛
˛
˛
˛

˛ ڇಝ๑րਜ਼ʤ5ʥ
ʀʰݸΪχϧϱʱΝʰࢨਓʱͶ֪ͤ͝Ζ͞ͳͶΓΖɼࣰްکԿ
ʀҲ೧ୱҒรܙ࿓ಉ࣎ؔ͗Ն

ಕැگݟүҗҽճͶΠϱίʖφΝࣰࢬʤյफི̏̎̎ˍʥ
ࠬଲেͳ͵Ζָߏʁಕැߏָཱིݟ
ࠬؔغʁྫݫ೧̗݆̏̐ೖʛྫݫ೧̗݆̑̎ೖ
ࠬخ६ೖʁྫݫ೧̖݆̏ೖ
୴ڂݜʁٸݟɼԮࢃݟ

˛ گҽۊແ࣎ؔΝѴͤΖͪΌࣰࠬࢬয়ڱ

ָߏ



߶ָߏ





րવ͢ͱ͏Ζ














ಝพࢩԋָߏ

ˢસͱಕැͲݟɼگҽۊແ࣎ؔΝѴ

ࣰࢬ͢ͱ͏Ζ

ಉ͘๏րַखૌͶͯ͏ͱ
ۊແ࣎ؔѴʀ؇ཀྵͶͯ͏ͱ
ಕැگݟүҗҽճͶ͕͜Ζۊແ࣎ؔݸͶͤؖΖ๏ਓͶͯ͏ͱ
ࠕݗޛ౾༩ఈࣆߴͶͯ͏ͱ

˛ ௗ࣎ؔۊແրવয়ڱ

˛ ̒̐ۊͲݟແࣰସѴͪΌͶࠬΝࣰࢬ
˛ ࠬΝߨͮͱ͏͵͏̓Ͳݟɼگҽड़ୂۊ؇ཀྵε
ητϞυʖνΏνϞΩʖχΝۊͱ͢༽ແ࣎ؔΝ
Ѵ



˛
˛
˛
˛

ʮௗ࣎ؔۊແմভͶͯ͏ͱʯ

ʮۊແ࣎ؔѴͶͯ͏ͱʯ

ࣰࢬ͢ͱ͏͵͏

ʮ಼ࠬ༲ʯ





ΏΏրવ













͍ΉΕրવ͢ͱ͏͵͏











րવ͢ͱ͏͵͏

˛ ʰրવ͢ͱ͏ΖʱʰΏΏրવ͢ͱ͏Ζʱͳյ
ͪ͢ಕැݟͺɼָߏ̏̕ݟʤ̒̐̕ˍʥɼ߶
ָߏ̖̐ݟʤ̗̓̔ˍʥɼಝพࢩԋָߏ̗̐ݟ
ʤ̔̏̕ˍʥ





Κ͖Δ͵͏

ʤୱҒʁݟʥ

ʤୱҒʁݟʥ

˛ ௗ࣎ؔۊແրવͶಝͶްՎ͍͗ͮͪखૌʤߏझพɼൊਰʥ
ߏ಼
,&7



νϞΩʖχ








නࢋܯλϓφ





ͨଠ



ಝͶѴ͢ͱ͏͵͏




ʤୱҒʁݟʥ

˛ ,&7ΏνϞΩʖχͲɼگҽۊແ࣎ؔΝ؏ٮదͶѴ͢ͱ͏Ζಕැݟ͍ΖҲ
๏ɼනࢋܯλϓφघྙͲѴ͢ͱ͏Ζಕැݟଚࡑ
˛ ߏͲۊແ࣎ؔͺɼනࢋܯλϓφຌਕྙͲѴ͢ͱ͏Ζ࠹Ͳݟ̎̐͗ݟଡͲ
͍ΕɼߏͶ͕͜Ζۊແ࣎ؔΝ؏ٮదͶѴͤΖ͞ͳ͗՟ୌ
˛ ࡔద͵ཀྵ༟͖Δɼ,&7ΏνϞΩʖχΝͲ͘ͱ͏͵͏ಕැݟଚࡑ

ಝพࢩԋָߏ



ָߏʀ߶ָߏ


ηέʖϩʀγϛʖφʀηνρϓ



ߏແࢩԋεητϞ

߶ָߏ

؇ཀྵ৮ݳ



෨ಊࢨҽ

ʤୱҒʁݟʥ





౹ߏܗແࢩԋεητϞ



ߏ

ָߏ

˛ ָߏͶ͢ͱ͏Ζ؇ཀྵ๏๑

ߏແࢩԋεητϞ



෨ಊࢨҽ



ηέʖϩΩΤϱιϧʖ



෨ಊనਜ਼Կʤٵೖઅఈʥ



گҽۂແྖΝͤΖରߑ



ָߏถுೖʀఈ࣎ୂுೖઅఈ



ۂແࣰࢬ౹Ҳద͵๏ਓࡨఈ



ݜरʀۂࣆڂݜݡ͢ʤనਜ਼Կʥ
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概要版

平成２９～令和元年度第Ⅰ期海外調査事業

研究の背景～日本における英語教育改革～
平成１５年

３月「
『英語が使える日本人』の育成のための行動計画」

平成２３年

６月「国際共通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」

平成２５年１２月「グローバル化に対応した英語教育改革実施計画」
平成２６年

９月「今後の英語教育の改善・充実方策について

平成２７年

平成 30 年度英語教育状況調査

「生徒の英語力向上推進プラン」で指摘された課題
〇 生徒の英語力：特に「話す」
「書く」の課題が大きい。英語が好きではないなど学習意欲にも課題。
〇

６月「生徒の英語力向上推進プラン」

・

小学校での英語教育担当者、80.5％が学級担任

・

小学校教師のうち中・高英語免許状を有する割合 5.9％

授業・入試：特に「話す」「書く」や「聞いて理解して書く」
（技能統合型）の言語活動が十分ではない。 ・ 中学校・高等学校では、学年・学校が上がるにつれ、授業での英語に

〇 教員の指導力・英語力：
「話す」「書く」の活動に関する指導力や英語力に課題。

報告

～グローバル化に対応した英語教育改革の５つの提言～」

令和元年度 全国都道府県教育長協議会総合部会

諸外国における外国語教育－アジア諸国の事例から学ぶー

よる言語活動実施の割合が下がる。

・

全体として、目標となる英語力未達成（地域間の差が大きい。
）

〇生徒の着実な英語力向上を目指し、国及び県で明確な達成目標（GOAL）を設定
小・中・高を通じた改革のための取組が必要

〇その達成状況を毎年公表して、計画的に改善を推進

研究の目的
新学習指導要領の完全実施や、大学入試センター試験に代わる大学入学共通テストの導入も迫り、我が国の教育は大きな転換期を迎え、特に外国語教育（英語教育）の更なる改善が求められている。このような状況において、我が国の英語教育の状況とアジアを中心
とする各国の状況を比較研究し、外国語教育を俯瞰的に捉えることは意義が大きい。小学校新学習指導要領が完全実施される年である２０２０年の到来を目前に控え、全国都道府県教育長協議会並びに全国都道府県教育委員協議会としても、諸外国の外国語教育の状況
を研究し、アジア諸国の中でも英語力が高く、英語教育や教員研修の質が高いマレーシアを訪問し、調査することを通して成果の共有化を図ることが、各都道府県における英語教育改善に資するところが大きいと考え、本研究を行った。

研究対象国の外国語教育

現地調査（マレーシア）令和元年８月２８日（水）～９月１日（日）

マレーシア
・小学校第 1 学年から英語必修、専科教員が担当
・初等教育段階で、ほぼ日本の中学 3 年間の内容を学習
・教員養成カレッジでの短期研修やセミナー、通信教育での研修実施
・英語教員のための職能開発コースとして、英語の補習サポート研修の実施
中華人民共和国
・小学校第 3 学年から英語必修、専科教員が担当
・小学校から高級中学までの英語力の到達目標を、9 級（レベル）で設定
・現職英語教員研修を 5 年ごとに計画され、240 時間以上の研修を実施
・2017 年から、教員資格の 5 年ごと更新のため、5 年間で 360 時間以上の研修
台湾
・小学校第 3 学年から英語必修、学級担任又は専科教員が担当
・CEFR による各学校段階の４技能の能力指標を導入（例：中学 Ａ１～Ａ２）
・多様な研修機会の提供（大学の Web 研修プログラム等）
・地区で推薦された教員グループ「補導団」が研修を企画・運営
タイ王国
・英語は初等教育第 1 学年から中等教育第 12 学年まで必修科目
・初等教育終了時までに CEFR Ａ１を達成することが目標
・全英語教員が英語の能力を測るために CEFR に基づく試験を受験
・レベルに応じた教員研修を実施
ベトナム社会主義共和国
・初等教育第 3 学年から選択科目として開始
・小学校卒業時に CEFR Ａ１レベル達成が目標

マレーシア教育省

ブキット・ジャリル国民学校

スリ・セントーサ国民学校

・マレーシアの教育システム

・マレー系小学校（児童数 1000 人以上、教員数約 85 人）

・マレー系中学校（生徒数 1770 人、教員数 156 人、

・マレーシアの外国語教育

・教育省が推奨する「モジュール・アプローチ」を採用

・教員養成／資質向上 等の説明及び質疑応答

２つの授業を参観。ともに児童が楽しく英語を使って活動

教育改革の中で、英語に特化した改革計画の策定や、
「英語

している姿が印象的な授業であった。教師はすべて英語で

・外国語教育と連携し、教科横断的学習を実施

教育センター」の設置からも、国家として英語教育を重視す

授業を進めているが、教具から指導手順に至るまで綿密な

授業においては、教員は脇から生徒の活動を支援するファ

る姿勢が伺える。またＣＥＦＲの活用方法なども興味深い。 準備がなされており、児童が内容を理解して活動に参加で

シリテーターであり、生徒はグループで課題に取り組み、意

英語が使える人材を育成するという方針は、マレーシアも

きるよう工夫されている。このような授業を行うには高い

見を簡単な英語で説明し合いながら進める。授業が単なる

英語指導力が必要であり、教員養成の仕組みや教員研修の

「英会話」に止まらず、マレーシアが直面する諸課題に結び

充実ぶりは、大いに参考になる点であろう。

付け、議論のテーマとしている。英語教育を市民性教育に繋

日本も同じであり、その点で、マレーシアの方法論は非常に
参考になる。

げている点が非常に参考となる。

マレーシア国際言語教員研修施設

ジャラン・デイヴィッドソン国民型学校

コンフューション国民型学校

マレーシア国際言語教員研修施設（ＩＰＧＫＢＡ：Institute

・中華系小学校（児童数 1258 人、教員数 75 人、

・中華系中学校（児童数 1000 人、教員数 76 人、

Pendidikan Guru Kampus Bahasa Antarabangsa ）は、マレ

サポート・スタッフ 6 人）

大韓民国
・小学校第 3 学年から英語必修
・小学校第４、５学年で CEFR Ａ１が目標
・全ての初等学校教員が「基礎（一般）研修」
（120 時間）受講
・専科教員の要件

深化課程 20 単位

サポート・スタッフ 5 人）

ーシア教育省のマレーシア教員研修研究所（ＩＰＧＭ：

・授業は午前と午後の 2 部

・授業は午前と午後の 2 部

Institute Pendidikan Guru Malaysia）にある２７の教員研修

教員の英語によるコミュニケーション能力が非常に高く、

学校全体の英語教育への意識が高く、生徒が自信を持って

施設の１つ。ＩＰＧＫＢＡは、英語研修、受講修了証明書発

30 分の間に３～４つの活動が展開され、児童は集中して授

活動をしていた。国が示すシラバスが明確であること、その

行、卒業証書授与、資格取得という流れで、赴任前教員と現

業に臨んでいた。担当者は英語のみを教える専科の教員で

目標の達成のために、各教員が工夫して授業を行っている

職教員の両者に対する研修の実施と修了認定を行ってい

ある。日本における専科教員の在り方や、15 分等の短時間

こと、評価について具体的で明確な方法を持っていること

る。この施設は小学校の英語教員を養成。教授法の修得に加

学習の在り方など、非常に参考となる。

などが影響しているようであり、大変参考となる。また、Ｉ

え、多民族国家を意識した社会性・倫理性の育成が重視され

ＣＴ機器の活用法も参考となる。

ている。

・正規教育のための外国語訓練プログラムを刷新・適用（2016 年）
・教員志望者の大学卒業時の必須レベルを CEFR Ｃ１と設定

サポート・スタッフ 12 人）
・マレー系、中華系、インド系の生徒が混在

〈参考〉CEFR（セファール）
：
「外国語の学習・教授・
評価のためのヨーロッパ言語共通参照枠」
Common European Framework of Reference for Languages:
Learning, teaching, assessment

欧州評議会によって開発された外国語運用能力を
同一の基準で測る国際標準。Ａ１（実用英検 3 級程
度）
、Ａ２、Ｂ１（実用英語検定 2 級程度）
、Ｂ２、Ｃ
１、Ｃ２の 6 段階。

総括
文献を中心とした調査研究を行ったうえで現地に赴き、教育機関の関係者と直接意見交換をしたり、
学校を訪問して実際に授業を参観したりすることで、マレーシアの教育環境や言語環境についての理
解をさらに深めることができた。今回の現地訪問により示唆を得られた点は、主に以下の３つである。

１ 世界基準を意識した英語教育カリキュラムと英語教育改革のスピード感
２ 児童生徒主体の授業展開とＩＣＴ機器の活用
３ 英語教員養成と研修施設の充実
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令和元年度研究報告書の概要
全国都道府県教育長協議会
全国都道府県教育委員協議会
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