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調査概要・基本属性

●調査テーマ
　中学生の英語学習に関する意識と実態
●調査方法
　郵送による自記式質問紙調査
●調査時期
　2018年３月～４月上旬
●調査対象
　全国の中学３年生（1,003名）とその保護者（1,009名）
　＊�本調査の一部回答者は、小学6年生のときに「小学生の英語学習に関する調査」（2015年３月実施）と、中学1年生のとき

に「中１生の英語学習に関する調査」（2016年３～４月実施）にも回答している。詳細は次頁参照。
　＊「小６→中１→中３」とすべての調査に回答した有効回収数は448名。
　＊東京大学社会科学研究所とベネッセ教育総合研究所共同研究「子どもの生活学び」研究ＰＪの調査モニター。
●調査項目
 【子ども調査】
　�英語の授業に対する意識／英語に関連する学校行事／英語の授業での関心・意欲・態度／英語の授業でして
いること／英語の授業での活動／先生の英語使用率／授業中の先生の働きかけ／評価／授業の理解度／授業
の楽しい・楽しくない／英語の好き・嫌い／英語の得意・苦手／苦手と感じるようになった時期／英語の成
績の自己評価／勉強時間／学校外学習／自主的に英語に触れること／外国や英語との関わり／英語に関する
意識／英語学習観／高校入試について／身につけたい英語力／英語の必要性／将来の英語使用　など

 【保護者調査】
　�子どもの学校での英語学習について／英語全般に対する意識／子どもに身につけてほしい英語力／英語の必
要性／将来の子どもの英語使用について／海外留学や語学研修について／英語学習観／「授業は英語で」に
ついて／大学入試について／「英語を使える力」について／教育全般について／英語についての意識／外国
や英語とのかかわりについて／中高生の頃の英語学習について／英語力について　など

 【性別】

【設置区分】

調査概要

基本属性

0 20 40 60 80 100

46.7 51.5
1.8

83.3
0.32.6 2.21.6

中 3
(1,003名）

中 3
(1,003名）

男子

公立 公立の中高一貫校（中等教育学校）

10.0

私立 無回答・不明
国立 その他

女子 無回答・不明
（％）

（％）
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●過去の調査
調査名 調査時期 調査対象 調査方法

① 小学生の英語学習に
関する調査 2015年３月 全国の小学５年生、６年生と

その保護者1,565組 郵送による自記式質問紙調査

② 中１生の英語学習に関
する調査 2016年３～４月 全国の中学１年生1,170名 郵送による自記式質問紙調査

＊�PART2では、英語に関する様々な知識や実態について、小６→中１→中３と学年を経てどのように変化しているのかを明らかにした。
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学校の英語の授業では、次のようなことはどれくらいあてはまりますか。Q

英語の授業で「お互いの気持ちや考えを伝え合おうとする」は 
7割以上

「わからない英語があっても続けて聞こうとする」や「英語で話している人の気持ちや考えを
理解しようとする」など、英語の授業において積極的に取り組もうとする意欲がみえる。

図１−１　関心・意欲・態度

中３生の英語学習の実態
１－１ 英語の授業における関心・意欲・態度

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0 20 40 60 80 100
（％）

お互いの気持ちや考えを伝え合おうとする

初めて見る英語の文章を読むのが楽しい

積極的に手を挙げようとする

わからない英語があっても
続けて聞こうとする

英語で話している人の気持ちや
考えを理解しようとする

あいさつや感謝の気持ちを
できるだけことばであらわすようにする

わからない英語があっても
続けて読もうとする

聞いた内容がわからないときは、
聞き返したり質問したりする

英語やジェスチャーを使って、
言いたいことをなんとか伝えようとする

英語を話すのははずかしかったり
緊張したりする

先生や友だちが、
英語で話すのを聞くのが楽しい

先生や友だちと英語で
やりとりするのが楽しい

機会があれば、自分の考えや気持ちを
英語で書いてみようとする

身近な話題について、
先生や友だちに伝えるのが楽しい

自分の気持ちや考えについて
英語で書くのが楽しい

27.0 52.7 79.7

26.8 51.4 78.2

30.2 47.8 78.0

26.3 49.0 75.3

24.3 49.7 74.0

26.4 41.8 68.2

24.8 41.1 65.9

23.1 39.8 62.9

16.0 34.9 50.9

14.4 33.4 47.8

14.2 31.6 45.8

13.1 31.5 44.6

17.1 27.1 44.2

18.0 25.3 43.3

13.9 27.7 41.6
とてもそう
まあそう

＊外側にある数値は「とてもそう」＋「まあそう」の％。



5

Q

英語の授業で「話す」「書く」活動は、保護者世代よりも多い
英語の授業で、「気持ちや考えを英語で話す（よく＋ときどきしている）」「気持ちや考えを英語
で書く」という活動はそれぞれ6割前後。一方、保護者世代のそれらの活動は1割台。

図１−２　授業でしていること

１－２ 英語の授業でしていること

１  

中
３
生
の
英
語
学
習
の
実
態

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100
（％）

0 20 40 60 80 100
（％）

英文を日本語に訳す

文法の問題を解く

単語や英文を読んだり書いたりして覚える

自分の気持ちや考えを英語で書く

自分の気持ちや考えを英語で話す

単語の意味や英文のしくみについて
先生の説明を聞く

52.5 33.7 86.2

86.0

84.6

78.5

65.4

58.9

48.2 37.8

50.0 34.6

41.3 37.2

25.8 39.6

21.9 37.0

よくしている
ときどきしている

57.4 32.4 89.8

86.3

89.9

71.4

16.8

12.7

51.5 34.8

59.1 30.8

40.3 31.1

3.1
13.7

10.4

よくしていた
ときどきしていた

2.3

中３生 保護者

＊外側にある数値は「よくしている」＋「ときどきしている」の％。
＊保護者は、「あなたが中学生や高校生だった頃、学校の英語の授業の中で次のようなことをどれくらいしていましたか」という問いに対する
回答。

学校の英語の授業の中で、次のようなことをどれくらいしていますか。
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英語の授業での活動は、「教科書本文を音読する」がもっとも多い
「教科書本文を音読する」は８割以上、「内容がわかっている教科書本文の音声を聞く」「日本
語の文を英文に訳して書く」は７割以上が「している（よく＋ときどき）」と回答。

図１−３　授業での活動

0 20 40 60 80 100 120

よくしている

まったくしていない

57.7

ときどきしている

29.3

あまりしていない

9.3

無回答・不明

0.63.1

39.2 6.318.036.1

30.2 7.020.741.7

20.8 11.128.938.6

22.9 8.432.135.8

23.5 12.230.633.1

18.9 17.630.732.1

15.4 15.034.135.0

17.9 20.628.831.3

14.2 18.138.228.9

（％）

0.4

0.4

0.6

0.8

0.6

0.6

0.6

1.3

0.6

教科書本文を音読する(87.0)

日本語の文を英文に訳して書く(71.9)

教科書本文以外の初めて見る文章を読む (58.7)

教科書の対話文を覚えて発表する(51.0)

英語で書いた原稿を覚えて発表する(49.2)

先生（日本人）が、身近な話題や
自分の経験について英語で話すのを聞く(56.6)

その場で考えながら、先生や友だちと
英語でやりとりする(50.4)

自分の気持ちや考えについて
複数の英文で書く(59.4)

内容がわかっている
教科書本文の音声を聞く(75.3)

身近な話題について、その場で考えて
先生や友だちに英語で伝える(43.1)

＊（　）内の数値は「よくしている」＋「ときどきしている」の％。

１－３ 英語の授業での活動

学校の英語の授業の中で、次のようなことをどれくらいしていますか。Q
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先生の4人に1人は、英語を７割以上使って授業をしている
英語を7割以上使って授業を進めている（「70％くらい」＋「ほとんど英語で授業している」）
先生は４人に１人。授業での先生について、「英語で話していることを一生懸命聞いてくれ
る」「英語で言ったことに対してGood!やOK!と言ってくれる」「授業中の先生は楽しそう
だ」は８割台。

図1−4　先生の英語使用割合

図１−５　先生の働きかけ

0 20 40 60 80 100

ほとんど使っていない
30％くらい

ほとんど英語で授業している

25.54.9

50％くらい

39.6

70％くらい

21.1 4.7 4.2

無回答・不明
（％）

＊外側にある数値は「とてもあてはまる」＋「まああてはまる」の％。

１－４ 先生の英語使用割合と働きかけ

１  

中
３
生
の
英
語
学
習
の
実
態

授業での英語の先生（日本人の先生）について、次のようなことはどれくらいあてはまりますか。Q

英語の授業で、日本人の先生はどれくらい英語を使って授業を進めていますか。Q

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100
（％）

授業中の先生は楽しそうだ

英語で話していることを
一生懸命聞いてくれる

英語で言ったことに対して
Good！や OK！と言ってくれる

うなずいたり英語で
あいづちを打ってくれる

英語で言ったことを英語でくり返して言って、
確認したり共感したりしてくれる

英語でうまく言えないとき、
英語で助けてくれる

できるだけ会話が続くように英語で
助けてくれたり応援したりしてくれる

たとえ間違えても、Good try！など
挑戦したことについて英語でほめてくれる

英語で言ったことに対して、
さらに英語で質問してくれる

英語で言ったことに対して英語で
感想や意見を言ってくれる

38.5 45.1 83.6

41.4 39.1 80.5

37.8 42.6 80.4

34.9 42.4 77.3

29.8 43.3 73.1

27.2 44.0 71.2

24.4 43.1 67.5

29.3 35.8 65.1

22.4 38.5 60.9

20.7 37.9 58.6 とてもあてはまる
まああてはまる
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中３生の約半数は英語が「得意（とても＋やや）」と回答
英語の得意・苦手で「苦手（やや＋とても）」と回答した中３生が苦手と感じるようになる時
期は、「中１の前半」から「中２の前半」までがピーク。

図1−6　英語の得意・苦手

図1−7　英語を苦手と感じるようになった時期

＊英語の「得意・苦手」について「やや苦手」「とても苦手」と回答した486名のみ回答。

１－５ 英語の得意・苦手と苦手に感じるようになった時期

中
学
校
に
入
学
す
る
前

中
１
の
前
半

中
１
の
後
半

中
２
の
前
半

中
２
の
後
半

中
３
の
前
半

中
３
の
後
半

中学校
高校

14.0

20.0

23.3

21.2

10.7

6.4

4.3

0

5

10

15

20

25

25

20

15

10

5

0

（％）

あなたは、英語が得意ですか、苦手ですか。Q

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。Q

0 20 40 60 80 100

やや得意とても得意

34.317.0

やや苦手

28.2

とても苦手

20.2 0.2

無回答・不明
（％）
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「これからも英語を頑張って勉強したい」が約8割
「英語のテストでいい点数を取りたい」に続き、「英語ができると就職に役立つ」「英語が話せ
たらかっこいい」「英語ができるといい高校や大学に入りやすい」と８割以上が感じている。

「これからも英語を頑張って勉強したい」がそれに続く。

図1−8　英語に関する意識　

１－６ 英語に関する意識

１  

中
３
生
の
英
語
学
習
の
実
態

あなたは、以下のことについてどう思いますか。Q

0 20 40 60 80 100

0 20 40 60 80 100
（％）

英語のテストでいい点数を取りたい

英語ができると就職に役立つ

英語が話せたらかっこいい

これからも英語を頑張って勉強したい

海外旅行に行きたい

外国の人と友だちになりたい

外国の文化やスポーツに興味がある

英語の音やリズムがおもしろい

世界で活躍できる人になりたい

日本の文化を外国の人に紹介したい

英語の文のつくりやしくみがおもしろい

英語を使って仕事をしたい

外国の高校や大学に留学したい

英語ができるといい高校や大学に
入りやすい

スポーツ選手や英語を使っている大人を
見ると自分も英語を頑張ろうと思う

2020年の東京オリンピック・パラリンピックでは
英語で外国の人を「おもてなし」したい

通訳や字幕などがあるから英語を
学習する必要はない

62.9 92.1

87.5

86.9

86.5

79.3

71.3

65.9

62.2

59.3

56.7

49.7

49.1

47.4

44.9

43.6

35.3

24.3

29.2

51.6 35.9

56.3 30.6

47.6 38.9

39.2 40.1

41.0 30.3

34.4 31.5

29.2 33.0

24.3 35.0

17.2 39.5

24.2 25.5

17.4 31.7

17.3 30.1

14.7 30.2

18.5 25.1

16.2 19.1

7.8 16.5
とてもそう思う
まあそう思う

＊外側にある数値は「とてもそう思う」＋「まあそう思う」の％。
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「英語が使えるようになるため」「入試でいい点数を取るため」に
大切なこと上位5項目中共通するのは、「単語を覚えること」「文
法の知識を増やすこと」

「英語が使えるようになるため」「入試でいい点数を取るため」に大切なこと上位５項目の中
で共通するのは、「単語を覚えること」「文法の知識を増やすこと」。「英語が使えるようになる
ため」には、「英語を聞くこと」「英語でやりとりすること」「英語を話す勇気を持つこと」が挙
がる。一方、「入試のため」には、「英語の問題を解くこと」「英語を読むこと」「英語を日本語に
訳すこと」が挙がる。

図１−9　英語学習観

１－７ 英語学習観

①将来、英語が使えるようになるために、どのようなことが大切だと思いますか。
②高校入試や大学入試の英語の試験でいい点数を取るために、どのようなことが大切だと 
　思いますか。

Q

＊それぞれ12項目中３つまで選択。
＊それぞれ上位5位までを①～⑤と表示している。

0 10 20 30 40 50 60 70 80

0 20 40 60 80 100
（％）

0 20 40 60 80 100
（％）

単語を覚えること

英語を聞くこと

英語でやりとりすること

文法の知識を増やすこと

英語を話す勇気を持つこと

英語で自分の考えを発表すること

英語を読むこと

英語を学ぶ目的を持つこと

英語をきれいに発音すること

英語を日本語に訳すこと

英語で自分の考えを書くこと

英語の問題を解くこと

47.6 ①

②

③

④

⑤

②

①

③

④

⑤

39.9

38.4

33.9

33.2

21.5

16.7

16.3

15.0

13.9

12.2

8.2

64.9

22.4

6.2

68.8

2.5

5.9

26.7

7.6

2.6

25.1

17.8

45.3

将来、英語が使えるようになるために
とくに大切だと思うもの

高校入試や大学入試の英語の試験で
いい点数を取るためにとくに大切だと思うもの
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「話す」「書く」活動をしている生徒としていない生徒で、意識に
違いはあるか
学校で「話す」「書く」活動をしている中３生ほど、英語への関心や意欲が高い。

α+プラス

図Ａ　英語に関する意識

英語のテストでいい点数を取りたい

英語ができると就職に役立つ

英語が話せたらかっこいい

これからも英語を頑張って勉強したい

海外旅行に行きたい

外国の人と友だちになりたい

外国の文化やスポーツに興味がある

英語の音やリズムがおもしろい

世界で活躍できる人になりたい

日本の文化を外国の人に紹介したい

英語の文のつくりやしくみがおもしろい

英語を使って仕事をしたい

外国の高校や大学に留学したい
「話す」＋「書く」活動をしている
「話す」＋「書く」活動をしていない

95.1
87.3

91.1
82.9

90.6
78.6

88.7
82.3

87.1
66.9

74.8
65.6

71.5
57.9

70.4
49.2

68.2
42.5

65.2
43.1

57.5 
38.1

57.2
34.8

56.6
33.1

56.6
23.7

51.9
30.1 

41.0
28.1 

22.1
28.4

英語ができるといい高校や
大学に入りやすい

スポーツ選手や英語を使っている大人を
見ると自分も英語を頑張ろうと思う

通訳や字幕などがあるから
英語を学習する必要はない

2020年の東京オリンピック・パラリンピックでは
英語で外国の人を「おもてなし」したい

0 20 40 60 80 100

0 20 40 10060 80
（％）

＊「学校の英語の授業の中で、次のようなことをどれくらいしていますか」という問いに対して、「自分の気持ちや考えを英語で話す」「自分の気
持ちや考えを英語で書く」について、どちらも「している（よく＋ときどき）」と回答した群を「『話す』＋『書く』活動をしている」群（551名）、
どちらも「していない（あまり＋まったく）」と回答した群を「『話す』＋『書く』活動をしていない」群（299名）として表示した。「話す」活動の
み、「書く」活動のみを「している（よく＋ときどき）」と回答した群は省略した。

　１−２で学校の「英語の授業でしていること」をみたが、そのうち「自分の気持ちや考えを英語で話す」「自
分の気持ちや考えを英語で書く」活動の有無別に、英語に関する意識についてみた。
　学校で「英語を使う」（「話す」「書く」）活動をしている生徒は、していない生徒より英語への関心や意欲が高
く、とくに「英語の文のつくりやしくみがおもしろい」「スポーツ選手や英語を使っている大人を見ると自分
も英語を頑張ろうと思う」「日本の文化を外国の人に紹介したい」などで差が大きい（差が大きい上位３項目）。

11
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学校での「話す」「書く」活動の有無にかかわらず社会での英語の必要性は感じている。一方
で、学校で「話す」「書く」活動をしている生徒はしていない生徒より、自分が英語を使うイ
メージを持っている。

　学校で「英語を使う」（「話す」「書く」）活動をしている生徒はしていない生徒より、将来の英語の必要性を
感じており、また、自分が英語を使うと考えている割合も高い。一方で、授業で「英語を使う」（「話す」「書く」）
活動をしていない生徒の約６割は、将来、自分が「英語を使うことはほとんどない」という回答をしている。
　以上のように、学校の授業で英語を使う活動の有無別に意識をみたが、英語に関する意識と関連がある
と考えられる。

図Ｂ−１　社会での英語の必要性

図Ｂ−２　自分が英語を使うイメージ

0 20 40 60 80 100

英語を使うことはほとんどない
日常生活で外国の人と英語を話すことがある 仕事ではほとんどいつも英語を使う

24.55.8

いつもではないが仕事で英語を使うことがある

57.5 11.4

無回答・不明

0.7

14.7 7.747.528.8

（％）

1.3

「話す」＋「書く」
活動をしている

「話す」＋「書く」
活動をしていない

0 20 40 60 80 100

日常生活で外国の人と英語を話すことがある 仕事ではほとんどいつも英語を使う

28.3

いつもではないが仕事で英語を使うことがある

28.5

英語を使うことはほとんどない

37.0 5.4

無回答・不明

0.7

57.9 18.718.1 4.0

（％）

1.3

「話す」＋「書く」
活動をしている

「話す」＋「書く」
活動をしていない
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「英語がわかったり通じたりするとうれしい」気持ちは小６生か
ら中３生で継続
小６生・中１生・中３生いずれも8割以上が、授業で「英語がわかったり通じたりするとう
れしい（とても＋まあ）」と回答。

図2−1　英語の授業に対する意識　（小６生・中１生・中３生）

＊英語の授業についてたずねた９項目中8項目のみ表示。（「英語の授業のクラスの雰囲気はいい」は中3生のときのみたずねた質問項目のため
省略した。）

＊2015年３月、2016年３月、2018年３月の３時点で、同じ子どもに同じ内容をたずねて変化を見たもの。
＊「小６」は、本調査回答者が小６生だった2015年3月調査への回答。「中１」は、本調査回答者が中1生だった2016年３月調査への回答。�
「中３」は、本調査回答者が中３生だった2018年３月調査への回答。

学校の英語の授業について、次のようなことはどれくらいあてはまりますか。Q

とてもあてはまる

まああてはまる
85.4 82.4 84.6

31.5
34.6 38.2

53.9 47.8 46.4

81.9 81.2 81.5

41.4 38.8 47.1

40.5 42.4 34.4

80.1 76.3
81.2

42.3
44.6 50.2

37.8 31.7 31.0

61.5 58.4 61.4

31.5
35.0

34.4

30.0
23.4 27.0

英語がわかったり
通じたりするとうれしい

英語の授業に
一生懸命取り組んでいる

友だちと話し合ったり
協力したりすることが大切だ

教室の外で英語を
使ってみたい

中１小６ 中３ 中１小６ 中３ 中１小６ 中３ 中１小６ 中３

66.9
61.0 57.8

43.4 36.2
40.6

23.5 24.8 17.2

47.0 44.8 42.4

25.5 24.3
29.5

21.5 20.5
12.9

36.6
44.0 41.3

26.8
26.8

30.4

9.8 17.2 10.9

55.0

40.4 40.6
28.6

22.1
29.9

26.4
18.3 10.7

 他の教科と比べて
英語はおもしろい

他の教科と比べて
英語は簡単に感じる

他の教科と比べて英語の
授業ではよくほめられる

英語の授業を
もっと増やしてほしい

中１小６ 中３ 中１小６ 中３ 中１小６ 中３ 中１小６ 中３

とてもあてはまる

まああてはまる

0

20

40

60

80

100
（％）

0

20

40

60

80

100
（％）

小６→中１→中３の変化
２－１ 英語や英語の授業に対する意識の変化

２  

小
６
→
中
１
→
中
３
の
変
化
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中３生は6割以上が英語を「好き」と回答
英語を「好き（とても＋まあ）」という回答は、小６生のときは７割、中１生、中３生のとき
は6割強である。英語の授業の理解度については、「ほとんどわかっている」が小６→中１→
中３いずれも4割弱で推移し、ほとんど変化はみられない。

２－２ 英語の好き嫌いと授業の理解度の変化

Q 学校の英語の授業についてお聞きします。英語は好きですか。

Q 学校の英語の授業についてお聞きします。
あなたは、学校の英語の授業をどれくらい理解していますか。

図2−2　英語の好き嫌い（小６生・中１生・中３生）

図2−3　英語の授業の理解度（小６生・中１生・中３生）

0 20 40 60 80 100

まあ好きとても好き

40.823.9

あまり好きではない

22.1

まったく好きではない

12.9 0.2

39.325.9 26.8 7.1 0.9

40.830.4 20.8 5.8 2.2

無回答・不明
（％）

小 6

中 1

中 3

0 20 40 60 80 100 120

70%くらいわかっているほとんどわかっている

27.737.3

半分くらいわかっている

20.8

30%くらいわかっている
ほとんどわかっていない

5.19.2 0.0

27.235.9 22.8 3.89.4 0.9

32.736.9 20.6 6.9 0.7
2.2

無回答・不明
（％）

小 6

中 1

中 3

＊2015年３月、2016年３月、2018年３月の３時点で、同じ子どもに同じ内容をたずねて変化を見たもの。
＊「小６」は、本調査回答者が小６生だった2015年3月調査への回答。「中１」は、本調査回答者が中1生だった2016年３月調査への回答。�
「中３」は、本調査回答者が中３生だった2018年３月調査への回答。

＊2015年３月、2016年３月、2018年３月の３時点で、同じ子どもに同じ内容をたずねて変化を見たもの。
＊「小６」は、本調査回答者が小６生だった2015年3月調査への回答。「中１」は、本調査回答者が中1生だった2016年３月調査への回答。�
「中３」は、本調査回答者が中３生だった2018年３月調査への回答。
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２－３ 英語使用イメージ

自分が英語を使うイメージは４割前後であまり変化しない
小６→中１→中３と学年が進んでも、将来、社会での英語の必要性は９割以上が感じてい
ることに変化はない。また、将来、自分自身が「英語を使うことはほとんどない」という回
答も、小６生のときは４割弱、中１生、中３生のときでも４割強と大きく変わらない。

図2−4　社会での英語の必要性（小６生・中１生・中３生）　

図2−5　自分が英語を使うイメージ（小６生・中１生・中３生）

あなたが大人になったとき、①社会ではどれくらい英語を使う必要がある世の中になってい
ると思いますか。また、②あなた自身はどれくらい英語を使っていると思いますか。Q

0 20 40 60 80 100

日常生活で外国の人と英語を話すことがある

あなたが大人になったとき、社会ではどれくらい英語を使う必要がある世の中になっていると思いますか

英語を使うことはほとんどない

26.18.3

いつもではないが仕事で英語を使うことがある

55.8 9.4 0.4

31.58.3 52.2 7.8 0.2

31.56.0 52.2

仕事ではほとんどいつも英語を使う

9.4 0.9

無回答・不明
（％）

小 6

中 1

中 3

0 20 40 60 80 100

日常生活で外国の人と英語を話すことがある

あなたが大人になったとき、あなた自身はどれくらい英語を使っていると思いますか

英語を使うことはほとんどない

27.244.0

いつもではないが仕事で英語を使うことがある

23.9 4.5 0.4

26.644.0 25.2 4.0 0.2

25.237.9 29.9

仕事ではほとんどいつも英語を使う

5.8 1.1

無回答・不明
（％）

小 6

中 1

中 3

２  

小
６
→
中
１
→
中
３
の
変
化

＊2015年３月、2016年３月、2018年３月の３時点で、同じ子どもに同じ内容をたずねて変化を見たもの。
＊「小６」は、本調査回答者が小６生だった2015年3月調査への回答。「中１」は、本調査回答者が中1生だった2016年３月調査への回答。�
「中３」は、本調査回答者が中３生だった2018年３月調査への回答。

＊2015年３月、2016年３月、2018年３月の３時点で、同じ子どもに同じ内容をたずねて変化を見たもの。
＊「小６」は、本調査回答者が小６生だった2015年3月調査への回答。「中１」は、本調査回答者が中1生だった2016年３月調査への回答。�
「中３」は、本調査回答者が中３生だった2018年３月調査への回答。



中3生のとき中１生のとき

本調査では、中1生のとき  と中3生のとき   に、上記の質問をしています。継続調査のため、同じ生徒の回答の変化を
みることができます。英語や外国に対する意識や将来の夢の変化などが関連していると考えられますが、より具体的に
なっていたり、まったく別のものになっていたりと様々です。ここでは、二つの調査に回答があった中から特徴的なものを
いくつかご紹介します。「英語ができたらやってみたいこと」はどのように変化しているのでしょうか。

英語ができたらやってみたいこと

Q. もし、英語ができたらどんなことをしたいですか。
夢でも構わないので自由に書いてください。

※1 ※2

外国の人と楽しくおしゃべりしたいです。 外国映画をふきかえじゃなく英語音声でみたい。

通訳や英語が使える仕事をしたいと思う。 国際弁護士になりたい。

英語で書かれている本を日本語に変えて、
読む。旅行に行く（海外）

外国人と話し、外国の文化を聞いたり、
学校の先生になって子どもに英語を教えたい。

英文日記を毎日書く。外国人と話す。 道に迷っている外国人や困っている外国人を助けてあげたい。
英語が分からない日本人の人に教えてあげたい。海外へ行ってみたい。
英語の本を読んでみたい。英語の歌の意味を理解しいい発音で歌いたい。

外国の歌詞を日本語に書きかえる。 外国に、日本のゲームや漫画などの文化を広める。

通訳、トークしたい。 外国に行って自分がどれだけ英語を使えるのかためして
みたい。授業とは絶対ちがうだろうな。

世界中の人と意見こうかんをしてみたい。 外国で日本語教師をしたい。

オーストラリア（オセアニア州）みたいな
国に住んで、のんびりと暮らしたい。
外国人の友達をつくってみたい。

I’d like to go to foreign countries
in the future. For example, Australia, 
America, Canada and so on.

海外旅行に行きたい。
英語を使った仕事をしたい。

あまり思いつかない。 海外に行ってさまざまな国の文化を知りたい。

世界のいろいろな人と友達になる！！ 海外の人と協力して研究をすすめる。

世界ではばたける人になりたいです。 海外へ渡り、日本を教えたい。

外国人と話したい。 海外でもつたわるヘアメイクアップアーティスト

しかし、私は、ローマ字すら、読めず、書けず分からず、英
語がきらいでしたが、中学校に入ってから、なぜか英語が
好きになり、楽しくなったので、どんどん分かるようになっ
てきました。しかし、夢はこれから考えていきます。

英語を使って、外国の人とたくさん話してみたい。英語を
使って、本を書いてみたい。出版できたらいいなと思う。
外国人の家にホームステイしてみたい。

ミュージカルで活躍したい。 ブロードウェイの舞台に立ちたい。

助産師という将来の夢に英語が話せるという技能があれば、
もっと活躍することができると思います。なので、どんな外国の人にも
対応できるような助産師になって世界中で活躍したいです。

芸能人（外国の）とはなしたい。 ニューヨークのタイムズスクエアにいって生で歌をきいて
大みそかに一緒に歌いたい。

サッカー選手になってかいけんで
英語を使ってしゃべりたい。

かいがいでサッカーをプレイしたい

夢より目標をつける 洋楽の曲の意味をちゃんと理解したいです。
一人でイギリスとかオーストラリアへ行きたいです。

いろんな国の人と話してみたいです。 スポーツボランティアをしているので、
東京オリンピックでも活動したいです。

ジャックホーナー博士とお話ししたい。
恐竜について

夢（ヒミツ）をかなえたい

世界中をまわる キャビンアテンダントとして国際線の便に乗り英語でサービスを
提供し、どこか行った地では、英語で日本の文化を伝えたいです。

外国の子と、友達になって、一緒に、色んなことをしてみ
たいです。あとは、もし、話せるのだとしたら、テレビで見
ててかっこ良いなって思った通訳もいいなと思いました。

・英語の歌を沢山歌いたい。・海外に、数年だけ移住してみたい。
・海外の規模の大きいコスプレフェスティバルに参加したい。
・違う国の友達をつくりたい。・海外のイラストレーターさんと交流したい。
・英語のゲームやアニメを、原語版（英語）のまま楽しみたい。
・海外のゲーム実况者さんのゲーム実况を楽しみたい。

・英語の歌を覚えて友人の前や先生の前で歌う。
・他人に言えない皮肉をどうしても直接言いたく　
　なったらあえてわからないような遠回しな表現で
　言う。

中3生のとき中１生のとき

英語関係の職にはつかないと思う。 日本と海外の仲立ちをしたい。

人をおもてなしする仕事をしようと思うから、
何かを聞かれたりしたとき親切に
こたえられるようになりたい。

日本にいる日本語が分からなくて
困っている外国人を助ける！！

まだ考えてない。とりあえず話せたら、
とくをするからやっているだけ。
べつに英語はきらいじゃない。

外国で仕事がしたい

英語の歌を歌う 旅行に行く。

○○○（日本のゲーム開発・販売会社）に入社する。
そこで、テクニカルディレクターになる。テクニカル
ディレクターになって、ゲームのシステムの管理をして、
みんながプレーしやすい環境を作る。

自分で何か物を開発して、
それを世界に発信したい。

英語を使って色々な人→外国人と話したい。 日本のアニメについて外国人に語る。

海外旅行に行ってみたいです。私はアメリカに行きたいと思っています。アメ
リカで大谷翔平が野球をしているのを見たいので試合会場で困らないくらい
の英語能力を身につけたいです。また、アメリカのショッピングセンターにも
行きたいです。

中学生
Dreams

’s 

※1「中１生の英語学習に関する調査」2016年３～4月実施。　※2「中３生の英語学習に関する調査」2018年３～4月実施。　※基本的に原文のまま掲載しています。
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中3生のとき中１生のとき

本調査では、中1生のとき  と中3生のとき   に、上記の質問をしています。継続調査のため、同じ生徒の回答の変化を
みることができます。英語や外国に対する意識や将来の夢の変化などが関連していると考えられますが、より具体的に
なっていたり、まったく別のものになっていたりと様々です。ここでは、二つの調査に回答があった中から特徴的なものを
いくつかご紹介します。「英語ができたらやってみたいこと」はどのように変化しているのでしょうか。

英語ができたらやってみたいこと

Q. もし、英語ができたらどんなことをしたいですか。
夢でも構わないので自由に書いてください。

※1 ※2

外国の人と楽しくおしゃべりしたいです。 外国映画をふきかえじゃなく英語音声でみたい。

通訳や英語が使える仕事をしたいと思う。 国際弁護士になりたい。

英語で書かれている本を日本語に変えて、
読む。旅行に行く（海外）

外国人と話し、外国の文化を聞いたり、
学校の先生になって子どもに英語を教えたい。

英文日記を毎日書く。外国人と話す。 道に迷っている外国人や困っている外国人を助けてあげたい。
英語が分からない日本人の人に教えてあげたい。海外へ行ってみたい。
英語の本を読んでみたい。英語の歌の意味を理解しいい発音で歌いたい。

外国の歌詞を日本語に書きかえる。 外国に、日本のゲームや漫画などの文化を広める。

通訳、トークしたい。 外国に行って自分がどれだけ英語を使えるのかためして
みたい。授業とは絶対ちがうだろうな。

世界中の人と意見こうかんをしてみたい。 外国で日本語教師をしたい。

オーストラリア（オセアニア州）みたいな
国に住んで、のんびりと暮らしたい。
外国人の友達をつくってみたい。

I’d like to go to foreign countries
in the future. For example, Australia, 
America, Canada and so on.

海外旅行に行きたい。
英語を使った仕事をしたい。

あまり思いつかない。 海外に行ってさまざまな国の文化を知りたい。

世界のいろいろな人と友達になる！！ 海外の人と協力して研究をすすめる。

世界ではばたける人になりたいです。 海外へ渡り、日本を教えたい。

外国人と話したい。 海外でもつたわるヘアメイクアップアーティスト

しかし、私は、ローマ字すら、読めず、書けず分からず、英
語がきらいでしたが、中学校に入ってから、なぜか英語が
好きになり、楽しくなったので、どんどん分かるようになっ
てきました。しかし、夢はこれから考えていきます。

英語を使って、外国の人とたくさん話してみたい。英語を
使って、本を書いてみたい。出版できたらいいなと思う。
外国人の家にホームステイしてみたい。

ミュージカルで活躍したい。 ブロードウェイの舞台に立ちたい。

助産師という将来の夢に英語が話せるという技能があれば、
もっと活躍することができると思います。なので、どんな外国の人にも
対応できるような助産師になって世界中で活躍したいです。

芸能人（外国の）とはなしたい。 ニューヨークのタイムズスクエアにいって生で歌をきいて
大みそかに一緒に歌いたい。

サッカー選手になってかいけんで
英語を使ってしゃべりたい。

かいがいでサッカーをプレイしたい

夢より目標をつける 洋楽の曲の意味をちゃんと理解したいです。
一人でイギリスとかオーストラリアへ行きたいです。

いろんな国の人と話してみたいです。 スポーツボランティアをしているので、
東京オリンピックでも活動したいです。

ジャックホーナー博士とお話ししたい。
恐竜について

夢（ヒミツ）をかなえたい

世界中をまわる キャビンアテンダントとして国際線の便に乗り英語でサービスを
提供し、どこか行った地では、英語で日本の文化を伝えたいです。

外国の子と、友達になって、一緒に、色んなことをしてみ
たいです。あとは、もし、話せるのだとしたら、テレビで見
ててかっこ良いなって思った通訳もいいなと思いました。

・英語の歌を沢山歌いたい。・海外に、数年だけ移住してみたい。
・海外の規模の大きいコスプレフェスティバルに参加したい。
・違う国の友達をつくりたい。・海外のイラストレーターさんと交流したい。
・英語のゲームやアニメを、原語版（英語）のまま楽しみたい。
・海外のゲーム実况者さんのゲーム実况を楽しみたい。

・英語の歌を覚えて友人の前や先生の前で歌う。
・他人に言えない皮肉をどうしても直接言いたく　
　なったらあえてわからないような遠回しな表現で
　言う。

中3生のとき中１生のとき

英語関係の職にはつかないと思う。 日本と海外の仲立ちをしたい。

人をおもてなしする仕事をしようと思うから、
何かを聞かれたりしたとき親切に
こたえられるようになりたい。

日本にいる日本語が分からなくて
困っている外国人を助ける！！

まだ考えてない。とりあえず話せたら、
とくをするからやっているだけ。
べつに英語はきらいじゃない。

外国で仕事がしたい

英語の歌を歌う 旅行に行く。

○○○（日本のゲーム開発・販売会社）に入社する。
そこで、テクニカルディレクターになる。テクニカル
ディレクターになって、ゲームのシステムの管理をして、
みんながプレーしやすい環境を作る。

自分で何か物を開発して、
それを世界に発信したい。

英語を使って色々な人→外国人と話したい。 日本のアニメについて外国人に語る。

海外旅行に行ってみたいです。私はアメリカに行きたいと思っています。アメ
リカで大谷翔平が野球をしているのを見たいので試合会場で困らないくらい
の英語能力を身につけたいです。また、アメリカのショッピングセンターにも
行きたいです。

中学生
Dreams

’s 

※1「中１生の英語学習に関する調査」2016年３～4月実施。　※2「中３生の英語学習に関する調査」2018年３～4月実施。　※基本的に原文のまま掲載しています。
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・ＡＬＴの先生と話をしてみたい。 ・東京オリンピックの案内ボランティア

・英語の本を読みたい。 ・字幕なしで映画を見たい。

・海外旅行で使いたい。 ・インターネットＮｅｗｓ記事をよみたい。 ・ＳＮＳ等で友達ができると良いなあ

・字幕無しでの映画鑑賞。 ・仕事の幅が広がる。 ・色々な国の文化を知り、もっと器の広い人間になれそう。

字幕なしの映画を見て、作り手の気持ちなどを理解したい。

自分の子どもに英語を教えてあげたい。

小学校のＥＬＴ。英会話教室の開設やアシスタント

茶道や着物に関する仕事をしているので、日本文化を海外に紹介したい。

働いているドラックストアに韓国からのお客様がよく来られる。そういう人に商品の使い方や良い点などを
日本人のお客様と同じように説明したい。また、日本やこの地域のことを教えたい

日常生活で外国の方と接する機会があるのですが、相手が日本語で話してくれるので、
こちらが英語で話せたら嬉しかったです。子供に英語を教えてあげたい。

日本に住むようになって日の浅い方や、学校での外国人の保護者の方に、
書類や制度等を伝えるボランティアをしてみたい。

必要性を感じていないので、想像できません。

洋画や海外ドラマなど字幕ナシで楽しみたい。英字新聞や洋書をスラスラと読んでみたい。

老後海外でくらしてみたい

外国人の友達を作って、いろんな話をしてみたい。

外国人の友だちともっと話したい。

病院などで、外国人の方に日本語ボランティア

アルバイトで接客業をしている為、もっと英語ができれば、楽しくコミュニケーションも取る事が
出来ると思うので、仕事のはばが広がりそうな気がします。

海外旅行をしたい。英語が出来れば、行動範囲が広がり、
心から楽しめそう。海外留学生のホストファミリーをしてみたい

もう少し大きな、世界で、生活していると…。仕事も、日常も、もっと違う角度から、色々見ることが
出来る様になると、人生も楽しいかなぁ

もっと英語ができたら、英文の新聞をよんでみたい。

もっと別の仕事の選択があったと思います。洋楽音楽をもっと楽しみたいと思います

英語ができたら…自分の世界が広がりそうな気がする。

英語ができないから海外に行けない事はないが、話せたらもっと行動的に海外旅行にいったりできると思う。

英語で歌を唄いたい

英語を使う仕事がしたい。通訳したり翻訳したり子供たちに英語を教えるのもいいかな

海外のいろいろな場所へ旅行に行きたい。

海外旅行に、パッケージツアーではなく、個人のプランでの旅行をしてみたい。

海外旅行に行く。仕事で必要なときに名乗りをあげる。

外国のゲームがやってみたいが、英語が理解できないため手がだせないでいるので、
もしできたならやってみたいゲームがある。

「中３生の英語学習に関する調査」では、保護者にも上記の質問をしています。ここでは、回答があった中から、特徴的なものを
いくつかご紹介します。「英語ができたらやってみたいこと」について、保護者の回答はどんなものがあるでしょうか。

「今まで英語で苦労したことがありますか」という質問に、保護者の41.3％（417名）が「とてもあった＋まあ
あった」と回答しました。そこで、さらに「英語で苦労したというのはどんなことですか。具体的にご記入くださ
い」とお聞きしました。ここでは、自由記述回答があった中からいくつかをご紹介します。

◎子供に英語の宿題でわからない事を質問されて、答えられず、
一緒になやんでしまった。

◎接客業をしていて外国人に話しかけられても身ぶり手ぶりや
単語でしかわからず困った。

◎海外旅行に行った時にお腹が痛くなり、現地の人に「トイレは
どこですか？」と聞いたが、単語が間違っており、通じなくて苦
しい思いをした。ジェスチャーで伝えるのははずかしくてでき
なかった。

◎海外の方と接した時に、しっかりと気持ちが伝えられないとき
（お礼など）

◎最近増えてきた外国人観光客。案内をしてあげたくても何も
できない。

◎仕事中、外国人の方が一方的に話をされたが、あまり理解が出
来ず、笑ってすごす事しか出来なかった。仕事柄、外国人の方
の出入りが多い為、本当に外国語（英語）を勉強しないと自身
がこまると実感した。

◎学校での勉強はたくさんしました。成績もそんなに悪くなかっ
たと思いますが会話になれてないので、いざっ！！と言う時に、
わかろうとすることも出来ずまったくコミュニケーションが取
れません。話しかけられると逃げ、話しかける事もできません。

◎ホームステイの受入れをした子供が、２年後に母親と一緒
に日本に旅行に来た時に再会。彼女も母親もほぼ日本語が
できない為、コミュニケーションを取るのに苦労した。身振
り、手振りで対応できても、やっぱり言葉での意思確認でき
る方が、もっと有意義な対応ができたのにと思った。

◎まず正しい文法を気にしすぎてコミュニケーションが後まわ
しになっていた。

◎海外旅行などに行き、言葉が通じればもっと更に楽しめると
実感した

◎発音をわかっていても、はずかしくて、棒読みしていた気が
します。

◎文法がわからず、勉強の仕方もわからずで大変だった。
◎今住んでいる所が観光地なので観光客に道を聞かれたり

する機会が少なからずあるが、英語が使えず、言いたい事
がうまく伝えられない

◎コミュニケーションを取る時に積極的にできなかった。
◎町中で、困っている人に自信をもって話しかけてあげられな

かった。コミュニケーションがとりたくてもとれない…
◎実際使えない。頭ではわかっても言葉にできない。テストは

よかったが、現状、話せない。

※基本的に原文のまま掲載しています。

英語で苦労
したこと

英語ができたらやってみたいこと

Q. もし、もっと英語ができたらどんなことをしたいですか。
自由に書いてください。

保護者
Dreams

’s 
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・ＡＬＴの先生と話をしてみたい。 ・東京オリンピックの案内ボランティア

・英語の本を読みたい。 ・字幕なしで映画を見たい。

・海外旅行で使いたい。 ・インターネットＮｅｗｓ記事をよみたい。 ・ＳＮＳ等で友達ができると良いなあ

・字幕無しでの映画鑑賞。 ・仕事の幅が広がる。 ・色々な国の文化を知り、もっと器の広い人間になれそう。

字幕なしの映画を見て、作り手の気持ちなどを理解したい。

自分の子どもに英語を教えてあげたい。

小学校のＥＬＴ。英会話教室の開設やアシスタント

茶道や着物に関する仕事をしているので、日本文化を海外に紹介したい。

働いているドラックストアに韓国からのお客様がよく来られる。そういう人に商品の使い方や良い点などを
日本人のお客様と同じように説明したい。また、日本やこの地域のことを教えたい

日常生活で外国の方と接する機会があるのですが、相手が日本語で話してくれるので、
こちらが英語で話せたら嬉しかったです。子供に英語を教えてあげたい。

日本に住むようになって日の浅い方や、学校での外国人の保護者の方に、
書類や制度等を伝えるボランティアをしてみたい。

必要性を感じていないので、想像できません。

洋画や海外ドラマなど字幕ナシで楽しみたい。英字新聞や洋書をスラスラと読んでみたい。

老後海外でくらしてみたい

外国人の友達を作って、いろんな話をしてみたい。

外国人の友だちともっと話したい。

病院などで、外国人の方に日本語ボランティア

アルバイトで接客業をしている為、もっと英語ができれば、楽しくコミュニケーションも取る事が
出来ると思うので、仕事のはばが広がりそうな気がします。

海外旅行をしたい。英語が出来れば、行動範囲が広がり、
心から楽しめそう。海外留学生のホストファミリーをしてみたい

もう少し大きな、世界で、生活していると…。仕事も、日常も、もっと違う角度から、色々見ることが
出来る様になると、人生も楽しいかなぁ

もっと英語ができたら、英文の新聞をよんでみたい。
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英語ができないから海外に行けない事はないが、話せたらもっと行動的に海外旅行にいったりできると思う。

英語で歌を唄いたい
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外国のゲームがやってみたいが、英語が理解できないため手がだせないでいるので、
もしできたならやってみたいゲームがある。
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あった」と回答しました。そこで、さらに「英語で苦労したというのはどんなことですか。具体的にご記入くださ
い」とお聞きしました。ここでは、自由記述回答があった中からいくつかをご紹介します。

◎子供に英語の宿題でわからない事を質問されて、答えられず、
一緒になやんでしまった。

◎接客業をしていて外国人に話しかけられても身ぶり手ぶりや
単語でしかわからず困った。

◎海外旅行に行った時にお腹が痛くなり、現地の人に「トイレは
どこですか？」と聞いたが、単語が間違っており、通じなくて苦
しい思いをした。ジェスチャーで伝えるのははずかしくてでき
なかった。

◎海外の方と接した時に、しっかりと気持ちが伝えられないとき
（お礼など）

◎最近増えてきた外国人観光客。案内をしてあげたくても何も
できない。

◎仕事中、外国人の方が一方的に話をされたが、あまり理解が出
来ず、笑ってすごす事しか出来なかった。仕事柄、外国人の方
の出入りが多い為、本当に外国語（英語）を勉強しないと自身
がこまると実感した。

◎学校での勉強はたくさんしました。成績もそんなに悪くなかっ
たと思いますが会話になれてないので、いざっ！！と言う時に、
わかろうとすることも出来ずまったくコミュニケーションが取
れません。話しかけられると逃げ、話しかける事もできません。

◎ホームステイの受入れをした子供が、２年後に母親と一緒
に日本に旅行に来た時に再会。彼女も母親もほぼ日本語が
できない為、コミュニケーションを取るのに苦労した。身振
り、手振りで対応できても、やっぱり言葉での意思確認でき
る方が、もっと有意義な対応ができたのにと思った。

◎まず正しい文法を気にしすぎてコミュニケーションが後まわ
しになっていた。

◎海外旅行などに行き、言葉が通じればもっと更に楽しめると
実感した

◎発音をわかっていても、はずかしくて、棒読みしていた気が
します。

◎文法がわからず、勉強の仕方もわからずで大変だった。
◎今住んでいる所が観光地なので観光客に道を聞かれたり

する機会が少なからずあるが、英語が使えず、言いたい事
がうまく伝えられない

◎コミュニケーションを取る時に積極的にできなかった。
◎町中で、困っている人に自信をもって話しかけてあげられな

かった。コミュニケーションがとりたくてもとれない…
◎実際使えない。頭ではわかっても言葉にできない。テストは

よかったが、現状、話せない。

※基本的に原文のまま掲載しています。
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