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研究成果の概要（和文）：韓国では小学校への英語導入以降，早期英語教育が過熱化し，特に，都市と地方において英
語の学力格差が顕著にみられるようになった。これらの問題を解決するために韓国政府は2007年に英語の教育番組を専
門に放送するEBSeを開始した。さらに、私教育費軽減のために行われている「放課後学校」のための教材として，EBSe
は「EBS English放課後英語教室」を開発し，2011年9月にその運営を開始した。本研究では「EBS English放課後英語
教室」を使用している小学校において質問紙調査や授業見学を行い、多くの児童が「EBS English放課後英語教室」を
楽しみながら学習していることを明らかにした。

研究成果の概要（英文）： To reduce educational gaps separating income groups, and those between urban and 
rural areas, the Korean government established the Korean Educational Broadcasting System English (EBSe) 
in 2007. Furthermore, EBSe developed the EBS English After-school Program in 2011.
　　This study examined how Korean elementary school students evaluated the EBS English After-school 
Program. The research was conducted at an elementary school that introduced EBS English After-school 
Program into the curriculum after school. The participating students were 84 third-grade elementary 
school students (39 boys, 45 girls). Over 60% of the participating students thought that the EBS English 
After-school Program was important and necessary for them. They also evaluated the EBS English 
After-school Program as above average in terms of Attention, Relevance, and Satisfaction of the ARCS 
motivation model.

研究分野： 英語教育
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１．研究開始当初の背景 

同じアジアである韓国は，小中高一貫の教

育課程の確立，国定教科書や教材の開発，充

実した教員養成，研修制度など周到な準備の

もと 1997 年に英語教育が小学校に導入され

た。しかし，小学校への英語導入以降，早期

英語教育が過熱化し，特に，都市と地方にお

いて英語の学力格差が顕著にみられるよう

になった。また，韓国では収入の違いが教育

機会の不平等を招くといういわゆる教育格

差が大きな社会問題となっている。 

これらの問題を解決するための手段とし

て注目されたのが，ICT(情報通信技術)を使

った学習教材であり，韓国政府は Korean 

Educational Broadcasting System(韓国教育

放送公社)の発展に力を注ぎ，2007 年に英語

の 教 育 番 組 を 専 門 に 放 送 す る EBS 

English(EBSe)を開始した。 

さらに，私教育費軽減のために行われてい

る「放課後学校」のための教材として，EBSe

は「EBS English 放課後英語教室」を開発し，

2011 年 9 月にその運営を開始した。「EBS 

English 放課後英語教室」は 2007 年改訂教

育課程や検定教科書にそって制作されてお

り，また，国家英語能力評価試験にも対応し

ている。 

各学年は 2 つの段階に分かれており（小学

校 12 段階・中学校 6 段階），各自が簡単な試

験を受け，実際の学年に関係なく，レベルに

あった段階から学習を始めることになって

いる。また，番組を視聴するだけではなく，

WEB 上で 4 技能および語彙・フォニックス

も段階別に学習できる。さらに，正規の授業

との連係を強化し, 多様な教授・学習資料(ク

リップ型講義動画,フラッシュ,アニメーショ

ンなどウェブコンテンツ), 評価質問項目,英

会話・英作文練習プログラムなどを開発して

提供している。 

 

２．研究の目的 

韓国は教育格差・地域格差を軽減するため

に，政府主導のもと英語教育に ICT を積極的

に取り入れ，特に，英語の教育番組 EBSe の

開発に力を注いできた。日本も教育格差・地

域格差が問題になりつつある。ゆえに，本研

究では 2011 年 9 月に運営を開始した「EBS 

English 放課後英語教室」とそれらを使用し

ている小学校で調査を行い，「EBS English

放課後英語教室」の小学校における役割や効

果，また，問題点について検討し，日本の英

語教育に示唆を与えていく。 

 

３． 研究の方法 

 「EBS English 放課後英語教室」を視聴

し，各レベルの特徴を明らかにする。 

 「EBS English 放課後英語教室」を使用

している小学校において ARCS モデル

をもとにした質問紙調査を行う。ARCS

モデルは，学習意欲を「注意」(Attention)，

「 関 連 性 」 (Relevance) ，「 自 信 」

(Confidence) ， 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(鈴木，1995)，

Keller(1983）によって提唱された。 

 

４．研究成果 

「EBS English 放課後英語教室」の正規課程

全体的な特徴 

 Level１以外は 2007 年改訂教育課程に

そって作成されており，学校の英語の授

業を補完する番組である。 

 番組の視聴した後にそれに関連したゲ

ームを行うようになっている。 

 韓国人講師が韓国語と英語で説明しな

がら番組を進めており，学校で授業を受

けているような雰囲気である。特に，

Level が上に行くにしたがって，韓国語



での文法説明が丁寧に行われている。 

 学校で教員より授業を受けているよう

な構成になっており，塾などに行かなく

ても，児童が１人で自分のレベルにあっ

た学習ができるようになっている。小中

学校の連携もスムーズに出来ており，児

童の認知や興味に合わせて制作されて

いる。 

各レベルの特徴 

Level 1 （小学 1・2 年生レベル） 

• フォニックス中心である。 

• アニメが多く使われている。 

• 韓国人講師が韓国語でアルファベッ

トやフォニックスの説明を行いなが

ら講義を進めている。 

Level 2 (小学 3・4 年生レベル) 

• 2007年改訂教育課程にそって番組が

作られており，日常生活の簡単な表

現が多い。 

• アニメと英語母語話者によるスキッ

トが多い。 

• Level１と比べて英語が多く話され

ている。 

Level 3（小学 5・6 年生レベル） 

• 2007年改訂教育課程にそって番組が

作られており，簡単な対話を聞いて

理解したり，話したりする問題が多

い。 

• Level 2 よりもかなり長い英文が話

されている。 

Level 4 (中学 1・2 年生レベル) 

• 2007年改訂教育課程にそって番組が

作られており，使われている題材が

一般的な主題に関する親近感が持て

る内容の話や対話が多い。 

• 英語母語話者によるスキットが多い。 

• 韓国人講師による文法や語彙などの

説明が Level 3 よりも詳しくなる。 

Level 5 (中学 3 年生レベル) 

• 2007年改訂教育課程にそって番組が

作られており，比較的長い指示や説

明を聞いて理解するような対話が多

くなる。 

 

質問紙調査の結果 

「EBS English 放課後英語教室」を放課後

学校のカリキュラムとして正式に取り入れ

ているソウル近郊の小学校の 84 名の小学 3

年生 (男子 39 名,女子 45 名)に質問紙調査を

行った。その結果どの項目においても 60～

70％の児童が「EBSEnglish 放課後英語教

室」を高く評価していることが明らかになっ

た。 

日本においても教育格差が徐々に問題にな

りつつある。ゆえに，日本においても塾など

に通わなくても英語が学習できる制度など

を将来的には考えていくべきであろう。 

 なお，韓国の英語教育を幅広く理解するた

め，英語村や英語の教科書についての調査も

行った。 
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