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１．はじめに

　2011年度より全国の小学校で小学５・６年生は週
１時間、年間35時間の外国語活動が実施されてお
り、現在Hi, friendsが全国の公立小学校の小学５・
６年生に、それに付随するデジタル教材が教員に配
布されている。さらに、文部科学省は2013年12月
に中学年において活動型の授業を、高学年において
教科型の授業を行うこと（教科化）を打ち出してお

り、次の指導要領改訂による新たな英語教育が2020
年度から本格的に実施できるように準備を進めてい
る（文部科学省，2013）。
　また、文部科学省が2011年に「教育の情報化ビ
ジョン」を発表し、その中で2020年度までにデジタ
ル教科書を小中学校へ導入するという目標を掲げて
いる。ゆえに、小学生対象の英語の教科書やそれに
付随するデジタル教材、場合によってはデジタル教
科書が必要になってくるであろう。
　一方、韓国では日本より先駆けて小学校の英語教
育をはじめ、政府主導のもと英語教育にInformation 
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and Communication Technology（ICT）を積極的
に取り入れてきた。そのため韓国の小学校では児童
全員に教科書としてCD-ROMなどのデジタル教材
が配布されており、そのCD-ROMには児童の好奇
心を高める楽しいゲームが多く搭載されている（カ
レイラ・執行，2013）。2016年現在ではCD-ROMで
はなく、韓国教育学術情報院のホームページ上から
英語の検定教科書のデジタル教材（ｅ教科書）がダ
ウンロードできるようになっている。
　ところで、デジタル教科書をはじめとしたICTを
使用した児童用の英語教材の多くには、ゲームが搭
載されており、児童が楽しみながら英語を学ぶこと
ができる。ゆえに、本研究では韓国の小学校の英
語のｅ教科書の現状を調査し、さらに、児童がどの
ように英語のｅ教科書およびそれに搭載されている
ゲームを評価しているのかを明らかにしていく。な
お、本研究は今後より規模の大きい研究を行うため
の予備調査として行われた。

２ ．韓国の小学校の英語教育におけるデジ
タル教科書の研究

　隣国の韓国では日本よりも先駆けて小学校に英語
を正式な教科として導入しており、主に、小学校教
員が英語の授業を担当しているため、彼らをサポー
トするためのデジタル教材が非常に充実している。
近年では2011年に韓国の文部科学省にあたる教育
科学技術部と国家情報化戦略委員会が「スマート教
育推進戦略」の中で、2015年度に小中学校において
全教科にタブレットを使用したデジタル教科書を採
用することを発表したため、その前後には英語のｅ
教科書やデジタル教科書に関する多くの研究が行わ
れた。たとえば、Park（2008）は英語のデジタル教
科書に関する調査を小学校の教員と児童に行い、デ
ジタル教科書は様々なレベルや児童の興味に合わせ
た内容を掲載できるという点で有用な教材であると
述べている。また、J. Kim（2013）は小学３年生を
対象にいくつかの英語のデジタル教科書をデザイン
の観点から調査を行った結果、児童の年齢と特性に

あわせたデジタル教科書のほうが児童の満足度と興
味を高めることができたと報告している。また、Lee 
and Lee（2013）は小学４年生を対象に英語の読解
力と情意面の観点から調べた結果、英語のｅ教科書
を使用することにより読解力が著しく伸び、さらに、
児童の興味も高まったと報告している。一方、Jang 
and Kim（2012）は中学１年生の英語のデジタル教
科書の使いやすさに関する調査を行い、紙媒体の教
科書と比較してデジタル教科書の長所というものは
あまり見つからなかったと報告している。さらに、Y. 
Kim（2013）は小学校の教員に対してデジタル教科
書に関する調査を行った結果、多くの小学校教員は
デジタル教科書を使用することに不安を感じていた
ことを明らかにしている。このように韓国ではｅ教科
書やデジタル教科書の研究は多く行われてきたが、
利点とともに問題点も指摘されてきた。
　その他日本においても韓国の英語のデジタル教科
書に関する研究がいくつか行われており、たとえば、
カレイラ・執行（2013）は韓国と日本の英語の教科
書に付随したデジタル教材の構成と機能を比較し、
韓国のデジタル教材のほうがかわいいアニメなどの
動画やゲームが多くあるため、児童は楽しみながら
多くの英語を聞くことができ、さらに、韓国のデジ
タル教材は全体が体系立てて作られており、操作の
仕方もわかりやすいということを報告している。さら
に、カレイラ・執行・宮城（2016）は韓国と日本の
英語の教科書に付随したデジタル教材を語彙および
コンテクストの面から調べた結果、韓国のデジタル
教材のほうが同じ語彙を何度も繰り返していること
を報告している。また、発話当時者の国籍については、
韓国のデジタル教材は、ほとんど不明がなくコンテ
クストを把握しやすい一方、日本のデジタル教材で
あるHi, friends1は約３割が不明であり、コンテク
ストを特定化しにくいことを明らかにしている。さら
に、発話場所においても韓国のデジタル教材のほう
は、若干の偏りはあるものの学校、戸外、家の場面
が万遍なく登場し偏りがなかったが、Hi, friends1
では対話がどのようなコンテクストで起こっている
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かの場面設定がわかりにくかったと述べている。
　ところで、前述した「スマート教育推進戦略」の
デジタル教科書に関する計画が大統領の交代による
政策の変更により2013年に大幅に変更・縮小され、
2016年現在では英語に関してはタブレット型のデジ
タル教科書は提供されておらず、ｅ教科書と呼ばれ
るインターネット上からダウロードしてパソコンで使
用するもののみが提供されている。韓国教育学術情
報院によれば、タブレットなどで提供される教科書
をデジタル教科書と呼び、それ以外はｅ教科書とし
て定義している。

３．英語教育におけるゲームに関する研究

　英語教育におけるゲームの研究は大きくわけて２
つにわけられる。１つは授業にカルタ取りやビンゴ
などを取り入れたもので、たとえば、加藤（2011）
は言語教育におけるゲームの効果について論じ、語
学学習にゲームを利用することは言語学習に対する
動機づけを高め、能動的な学習姿勢を育むことが期
待できると述べている。
　もう１つはICT技術を利用したゲームに関する研
究で、たとえば、伴・皆川（2013）は携帯型ゲーム
機ニンテンドーDSを大学の英語の授業に取り入れ、
英語を得意とする学生だけでなく、得意としない学
生もDSを利用する英語学習について当初はあまり
興味を持っていなかったにもかかわらず、実際に使
用してみると楽しんで取り組める有益なものである
と考えるようになったと報告している。
　このように言語学習においてゲームは学習者の動
機づけや興味を高める役割を果たすものであること
がわかる。

４．本研究

（１）本研究の目的
　本研究の目的は、ARCS動機づけモデルの観点か
ら児童がどのように英語のｅ教科書およびそれに搭
載されているゲームを評価しているのかを明らかに
していくことである。

（２）調査対象者および使用したｅ教科書
　調査対象者はソウル郊外の公立小学校に通う小
学４・５年生10名である。彼らが授業で使用して
いる教科書は韓国の検定教科書の一つであるチョン
ジェ教科書のELEMENTARY SCHOOL ENGLISH 
4（ハン他, 2013）および5（ハン他, 2014）のｅ教科

ELEMENTARY SCHOOL ENGLISH 4（ハン他，2013）

ELEMENTARY SCHOOL ENGLISH 5（ハン他，2014）



韓国の小学校の英語のｅ教科書およびゲームに関する予備調査
カレイラ松崎順子・金　　庭希

－ 206 －

書である。全部で14課からなり、小学４年生のｅ教
科書には各レッスンの最後に「易しい」「中ぐらい」「難
しい」の３段階のレベルに分かれた「挑戦」というゲー
ムが搭載されており、小学５年生のｅ教科書にも各
レッスンの最後に「挑戦」があり、聞きながら何か
を作って完成させていくというゲームが搭載されて
いる。

ELEMENTARY SCHOOL ENGLISH 4（ハン他，
2013）は以下のような14レッスンからなる。
・Lesson1 My Name Is Bora.
・Lesson2 Let's Play Soccer.
・Lesson3 I'm Happy.
・Lesson4 Don't Run.
・Lesson5 Where Is My bag?
・Lesson6 Is This Your Pencil?
・Lesson7 What Time Is It?
・Lesson8 Can I Come In?
・Lesson9 I'm a Pilot.
・Lesson10 Do You Want Pizza?
・Lesson11 I'm Making Bubbles.
・Lesson12 It's Sunday!
・Lesson13 How Much Is It?
・Lesson14 I Had a Great Time.
ELEMENTARY SCHOOL ENGLISH 5（ハン他，
2014）は以下のような14レッスンからなる。
・Lesson1 I'm from Canada.
・Lesson2 What Are Those?
・Lesson3 Where's the Museum?
・Lesson4 May I Take a Picture?
・Lesson5 Whose Cap Is This?
・Lesson6 Help Yourself.
・Lesson7 I'll Visit My Grandparents.
・Lesson8 How Was Your Vacation?
・Lesson9 Can I Speak to Jinu, Please?
・Lesson10 I Want to Pick Apples.
・Lesson11 My Favorite Subject Is Science
・Lesson12 What a Nice House!

・Lesson13 How Much Are the Pants?
・Lesson14 I Get Up at Six Thirty

（３）分析方法
　英語のｅ教科書およびそれに付随するゲームが、
学習意欲を促進するものであったかどうかを調べる
ためにARCS動機づけモデルによる学習者評価を
行った。ARCS動機づけモデルは、学習意欲を「注
意」（Attention）、「関連性」（Relevance）、「自信」

（Confi dence）、および「満足感」（Satisfaction）の
４側面からとらえ、学習者のプロフィールや学習課
題／環境の特質に応じた意欲喚起の方略をシステム
的に取捨選択して教材に組み入れていこうとするも
のであり、Keller（1983）によって提唱された。鈴
木（1995, p.53）はARCS動機づけモデルの４側面
を以下のように解説している。
　　 ARCSモデルにしたがって学習意欲の要因をた

どると、まず、面白そうだ、何かありそうだと
いう注意の側面（Ａ）にひかれる。次に、学習
課題が何であるかを知り、やりがいがありそう
だ、自分の価値とのかかわりがみえてきたとい
う関連性の側面（Ｒ）に気づく。課題の将来的
価値のみならず、プロセスを楽しむという意義
も関連性の一側面である。一方で、学習に意味
を見い出しても、達成への可能性が低い、やっ
ても無駄だと思えば意欲を失う。逆に、初期に
成功の体験を重ね、それが自分の努力に帰属で
きれば「やればできる」という自信の側面（Ｃ）
が刺激される。学習を振り返り、努力が実を結
び「やってよかった」との満足感（Ｓ）が得ら
れれば、次への意欲につながっていく。

　本研究ではARCS動機づけモデルの研究を行っ
ている鈴木（1995）を参考にし、ｅ教科書に関する
８項目とゲームに関する８項目、さらに、ｅ教科書に
関する質問項目（自由記述式を含む）３項目および
ゲームに関する質問項目（自由記述式を含む）４項
目の合計23項目を作成した。
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４．結果および考察

（１）ｅ教科書に関する項目の調査結果
　以下は英語のｅ教科書に関する項目の調査結果で
ある。
表１ ．項目１「ｅ教科書は面白かった」（注意）の結果

度数
１．とてもそう思う ４
２．そう思う ４
３．そうは思わない ２
合計 10

表２ ．項目２「ｅ教科書は変化が多くてあきなかった」
（注意）の結果

度数
１．とてもそう思う ４
２．そう思う ４
３．そうは思わない １
４．全然そう思わない １
合計 10

表３ ．項目３「ｅ教科書で自主的に学習ができた」（関
連性）の結果

度数
１．とてもそう思う ２
２．そう思う ６
３．そうは思わない １
４．全然そう思わない １
合計 10

表４ ．項目４「ｅ教科書は勉強のやりがいがあった」
（関連性）の結果

度数
１．とてもそう思う ６
２．そう思う ２
３．そうは思わない ２
合計 10

表５ ．項目５「ｅ教科書を使って勉強することによ
り自信がついた」（自信）の結果

度数
１．とてもそう思う ４
２．そう思う ５
３．そうは思わない １
合計 10

表６ ．項目６「ｅ教科書により着実に勉強すること
が出来た」（自信）の結果

度数
１．とてもそう思う ７
２．そう思う ２
３．そうは思わない １
合計 10

表７ ．項目７「ｅ教科書は全体的に満足した」（満足
感）の結果

度数
１．とてもそう思う ８
２．そう思う ２
合計 10

表８ ．項目８「ｅ教科書での学習は効果があると思う」
（満足感）の結果

度数
１．とてもそう思う ６
２．そう思う ４
合計 10

表９ ．項目９「紙の教科書とｅ教科書のうち好きな
方に○をしてください」の結果

度数
１．紙の教科書 ２
２．ｅ教科書 ８
合計 10

　以下は項目10「英語のe教科書の良い点は何です
か」に対する回答の例である。
・楽しい（３名）
・簡単（２名）
・音を聞ける（２名）
・集中できる



韓国の小学校の英語のｅ教科書およびゲームに関する予備調査
カレイラ松崎順子・金　　庭希

－ 208 －

・詳しく知れる
・英語を学べる
　以下は項目11「英語のｅ教科書の悪い点は何です
か」に対する回答の例である。
・集中できない（２名）
・優しすぎる
・質問できない
・暇
・めまいがする
・目が疲れる
　以上の結果から、本研究に参加した８割以上の児
童が英語のｅ教科書を「注意」、「関連性」、「自信」、
および「満足感」の観点から高く評価をしているこ
とが明らかになった。さらに、自由記述式の回答に
は「楽しい」という意見が最も多く書かれていたこ
とから、特に、「注意」という観点からｅ教科書を評
価しているのがわかる。さらに、８割の児童が紙の
教科書よりもｅ教科書のほうを好むことが明らかに
なった。
　一方、ｅ教科書の良い点として「簡単」というこ
とをあげている児童が２名いたが、英語のｅ教科書
の悪い点として別の児童からは「易しすぎる」「暇」
という意見もあげられた。その他、英語のｅ教科書
の悪い点として「集中できない」「めまいがする」「目
が疲れる」などという意見も見られた。

（２）ゲームに関する項目の調査結果
　以下は英語のｅ教科書のゲームに関する調査結果
である。

表10 ．項目12「ｅ教科書のゲームは面白かった」（注
意）の結果

度数
１．とてもそう思う ６
２．そう思う ２
３．そうは思わない ２
合計 10

表11 ．項目13「ｅ教科書のゲームは変化が多くて
あきなかった」（注意）の結果

度数
１．とてもそう思う ４
２．そう思う ５
３．全然そう思わない １
合計 10

表12 ．項目14「ｅ教科書のゲームで自主的に学習
ができた」（関連性）の結果

度数
１．とてもそう思う ４
２．そう思う ２
３．そうは思わない ３
４．全然そう思わない １
合計 10

表13 ．項目15「ｅ教科書のゲームでの学習はやり
がいがあった」（関連性）の結果

度数
１．とてもそう思う ５
２．そう思う ４
３．そうは思わない １
合計 10

表14 ．項目16「ｅ教科書のゲームによって英語に
自信がついた」（自信）の結果

度数
１．とてもそう思う ５
２．そう思う ３
３．そうは思わない ２
合計 10

表15 ．項目17「ｅ教科書のゲームにより着実に勉
強することができた」（自信）の結果

度数
１．とてもそう思う ６
２．そう思う ２
３．そうは思わない ２
合計 10
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表16 ．項目18「ｅ教科書のゲームは全体的に満足
した」（満足感）の結果

度数
１．とてもそう思う ８
２．そう思う ２
合計 10

表17 ．項目19「ｅ教科書のゲームでの学習は効果
があると思う」（満足感）の結果

度数
１．とてもそう思う ７
２．そう思う ２
３．そうは思わない １
合計 10

表18 ．項目20「ｅ教科書にゲームが入っていると
勉強がよくできますか」の結果

度数
１．はい ９
２．いいえ １
合計 10

　以下は項目21「『はい』と答えた方はその理由は
何ですか」に対する回答の例である。
楽しい・面白い（７名）
・楽しく英語が学べる
・ゲーム面白いし、英語実力も伸びる
・楽しく勉強できる
・退屈ではない
・楽しい
・面白い
理解できる（２名）
・理解するから
・楽しみながらやるからもっと理解できる
その他
・正しい英単語を知った
　ゲームに関しても本研究に参加した８割以上の児
童が「関連性」「注意」、「自信」、および「満足感」
の観点から高く評価をしていた。さらに、ｅ教科書
にゲームが入っていると勉強がよくできると回答し
たのは１名以外の全員であり、理由としては７名が

「楽しい・面白い」という意見をあげていることから、
本研究に参加した児童の多くは「注意」という観点
でゲームを高く評価しているといえるであろう。また、

「理解できる」からという意見も２名あげており、ゲー
ムにより英語がより理解できるようになったと感じて
いる児童もいることがわかる。そのような理解でき
たという気持ちが「自信」につながったのであろう。
　項目22「ｅ教科書にどのようなゲームが入ってい
たらいいと思いますか」に関しては以下の結果のよ
うに、ボードゲームが２名、面白いゲームが２名で
その他、音楽を聴きながら行うゲーム、クイズゲー
ムなどがあげられた。
ボードゲーム（２名）
・ゲームで興味を持つことができるゲーム
・面白いゲーム
・賞金
・音楽を聴きながらするゲーム
・クイズゲーム
　ところで、本研究に参加した児童が使用している
ｅ教科書に搭載されているゲームは一人で行うクイ
ズ形式のものがほとんどであるが、参加した児童は
そのようなゲームにもかなり満足していることがわ
かった。しかし、項目23の「友達と一緒にやるゲー
ムコンテンツがいいかあるいは一人でやるコンテン
ツがいいか」についての問いに関しては全員が「友
達と一緒」と回答していることから、ｅ教科書のゲー
ムを開発する際には、友達と競争することができる、
あるいは一緒にゲームを行うことができるようなもの
を開発していくべきであることを示唆できる。

５．おわりに

　本研究では韓国の検定教科書のELEMENTARY 
SCHOOL ENGLISH 4および5のｅ教科書を使用し
ているソウル郊外の公立小学校に通う小学４・５年
生を対象にｅ教科書およびそれに搭載されている
ゲームに関してARCS動機づけモデルの観点から学
習者評価を行った結果、８割以上の児童が英語のｅ
教科書を「注意」、「関連性」、「自信」、および「満
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足感」の観点から高く評価をしており、特に、「注意」
という観点からｅ教科書を評価しているのが明らか
になった。また、８割の児童が紙の教科書よりもｅ
教科書のほうを好み、ほぼ全員の児童がｅ教科書に
ゲームが入っていると勉強がよくできると思ってい
ることが明らかになった。これらのことから本研究
に参加した生徒は概ね英語のｅ教科書やそれに搭載
されたゲームを高く評価しているといえるであろう。
　最後に本研究の限界点と今後の展望について述
べる。第一に、本研究は予備調査として行われた研
究であるため、10名と少ない参加者であった。本調
査では今回の調査結果をもとに、より多い人数の児
童を対象に調査を行っていく予定である。第二に、
本研究では質問紙調査のみを行ったが、より児童の
様子を捉えるためには授業観察などを行う必要があ
るであろう。
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