
国際化時代に関するアンケート調査について 

 

平成 25 年 11 月 7 日 

公益社団法人全国学習塾協会 

 

当協会では、社会経済がグローバル化に向けて加速する現状において、若い世代の「内向き志

向」などが指摘される中、いまの児童生徒等の「国際化」に関する考えを把握するために本アンケ

ート調査を実施いたしました。 

調査概要及び分析結果を添付いたしますので、諸方面でご活用賜れば幸甚に存じます。 

 

記 

 

【アンケート集計の方法と趣旨】 

   ①一地域に偏重せず、日本全国を無作為抽出でアンケートの記入をお願い致しました。 

  ②今回は「国際化」がテーマですので、集計に関しての「地域性」は考慮せず、全て「日本の   

小・中・高校及び大学生のご意見」として集計分析させて頂きました。 

  ③可能な限り大勢の「子どもたち」のご意見を聞き取る事をコンセプトとしております。 

  ④「小学生」、「中学生」、「高校生」、「大学生」を、それぞれ「海外経験あり」、「海外経験な 

   し」、「男子」、「女子」で 16 項目に分けて詳細集計し、それらを合わせた上で分析を行っ 

   ています。 

  ⑤したがって、「小・中・高・大の配属記載なし」「海外経験の有無の記載なし」「性別の記載 

   なし」のアンケートに関しては、「無効」としてアンケート集計より除いております。なお、無 

   効アンケート数は 347 です。 

  ⑥集計に関しては、よりデータの正確性及び信憑性を高めるため、「同一の場所」で「同一 

   のルール」に基づいて「同一人物」が責任を持って集計し、当協会の複数人でチェックを 

   行いました。  ※アルバイトなどを使用した「数枚ずつの手分け集計」ではありません。 

  ⑦分析に関しましては、集計数値より読み取れる事実及び、常識の範囲を越えない予測の 

   みを記載しております。 

【調査期間】 

  平成２５年８月１５日～平成２５年９月２５日 

【調査対象】 

  全国の学習塾に通う小・中・高校生、及び卒業生等を含めた大学生以上 

２，５２３名(うち、有効回答数２，１７６名) 

【集計分析期間】 

  平成２５年９月１０日～平成２５年１０月１０日 

以上 
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【分析結果】 

＜事実調査＞ 

問１：性 、 （小中高大）、

 小学生 426、中学生 1002、高校生 682

1606。以上からの集計分析結果となっております。こちらの回答を元に

分析を っております。 

 今回、大学生のサンプル数が少ないため、「総計」としての有効数値には加味出来ても、単独としてのデータには信

憑性が疑われる結果となってしまいました。

 また、今回は結果として「学生対象の」アンケートとなりましたので、 に関しては分析の中に考 されてお

りません（ほぼ小中高大の部門で同一で集計する事が出来ました）。

 

問２：今までの海外経験について教えて下さい。（複数回答可）

☆「海外経験は４人に１人。海外経験とは

１位：全く無し   1606 名 

２位：家 旅     436 名 

３位：ホームステイ   78 名 

４位： 学旅     70 名 

1

問１：性 、 （小中高大）、  

682、大学生 66。男子 1174、 子 1002、海外経験あり

。以上からの集計分析結果となっております。こちらの回答を元に、まずは集計を振り分け、以下の設問の回答

今回、大学生のサンプル数が少ないため、「総計」としての有効数値には加味出来ても、単独としてのデータには信

憑性が疑われる結果となってしまいました。 

また、今回は結果として「学生対象の」アンケートとなりましたので、 に関しては分析の中に考 されてお

りません（ほぼ小中高大の部門で同一で集計する事が出来ました）。 

今までの海外経験について教えて下さい。（複数回答可）

海外経験は４人に１人。海外経験とは 旅 の事。」 

、海外経験あり 570、海外経験なし

集計を振り分け、以下の設問の回答

今回、大学生のサンプル数が少ないため、「総計」としての有効数値には加味出来ても、単独としてのデータには信

また、今回は結果として「学生対象の」アンケートとなりましたので、 に関しては分析の中に考 されてお

今までの海外経験について教えて下さい。（複数回答可） 
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５位：友人との旅   32 名 

 2176 人中、1606 人は海外経験なし

と取るかはご判断にお任せします。 

 海外経験ありと答えた中、殆どは「 旅 」

様に、日本の子供たちにとって「海外経験とは、ほ 旅 を表す」

 対象層の殆どは、まだまだ自 で積極的に海外に

 

☆「その他」の回答にあったもの： 

「 合」「お さんの会社の旅 」「スポーツ」「部活」「大会」「サッカー国 」「少 の 」「英語塾」「校外活 」

など。 

 

問３：今までの通算海外滞在時間について教えて下さい。（単回答）

☆「96.5%は一ヶ月未満。そのうち

 

１位：1 ヶ月未満      2102 名 

２位：1 ヶ月以上３ヶ月未満  36 名 

３位：２ 以上        22 名 

 

 2102 名が「１ヶ月未満」で、集計の大部分を占めています。このうち「海外未経験」が

経験あり」の 570 名中、実に 496 名は「１

 に２ 以上の経験のある子は 22 名（約

2

人は海外経験なし。４人に１人（26.3％）は海外経験あり。この数値を多いと取るか、少ない

殆どは「 旅 」であり、次いで「ホームステイ」「 学旅 」続きましたが、ご の

「海外経験とは、ほ 旅 を表す」と言う事の様です。

自 で積極的に海外に移動する がありませんので、当然の結果と言えます。

「 合」「お さんの会社の旅 」「スポーツ」「部活」「大会」「サッカー国 」「少 の 」「英語塾」「校外活 」

問３：今までの通算海外滞在時間について教えて下さい。（単回答）

は一ヶ月未満。そのうち 73.8%は海外経験なし。」

 

 

 

で、集計の大部分を占めています。このうち「海外未経験」が

名は「１ヶ月未満」という事（87%）になります。 

名（約 100 人に１人という事になります）。殆どが「ご家庭の都合等による海外

％）は海外経験あり。この数値を多いと取るか、少ない

であり、次いで「ホームステイ」「 学旅 」続きましたが、ご の

と言う事の様です。 

ので、当然の結果と言えます。 

「 合」「お さんの会社の旅 」「スポーツ」「部活」「大会」「サッカー国 」「少 の 」「英語塾」「校外活 」

問３：今までの通算海外滞在時間について教えて下さい。（単回答） 

 

は海外経験なし。」 

で、集計の大部分を占めています。このうち「海外未経験」が 1606 名ですから、「海外

 

人に１人という事になります）。殆どが「ご家庭の都合等による海外
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居住経験」という事になります。 

☆ 複数回答が無いこの項目の数値を元に、全体数を

☆ ここまでは「事実調査」です。以 は「意 調査」

 

＜意 調査＞ 

問４：これから経験したい海外経験を幾つでも選んで下さい。（複数回答可）

☆「友人と海外に きたい！海外経験が無いと

１位：友人との旅  1204 票 

２位：家 旅     994 票 

３位： 旅     490 票 

４位： 学旅     486 票 

５位：一人旅     404 票 

 人気のツートップは「友人との旅 1204

を望む傾向が高いのに対し、中学生以上では「友人との旅 」

けたがる 、という事でしょうか？

 「家 旅 」「友人との旅 」の後、「

」ですから、合計して 2180 票が入ったという事になります。

からない海外滞在を望んでいる傾向が高い

がランクインしている点からも伺えます。

 「海外に出たくない」と答えた数は合計で

3

この項目の数値を元に、全体数を割り出しております。 

は「意 調査」となります。 

これから経験したい海外経験を幾つでも選んで下さい。（複数回答可）

☆「友人と海外に きたい！海外経験が無いとやはり外国を恐れる傾向に？」

1204」「 旅 994」。小学生までは（ 子経験ありを除いて）「家 旅 」

中学生以上では「友人との旅 」の方が多くなりました。そろそろ

、という事でしょうか？ 

「 学旅 」や「 旅 」などが続きます。こちらもある意味「友人との旅

が入ったという事になります。気のあう友人や仲間と一緒に、制限の出来る限りか

からない海外滞在を望んでいる傾向が高いと言えるでしょうか。 限を けたくない、という意 は

がランクインしている点からも伺えます。 

「海外に出たくない」と答えた数は合計で 246 名。有効回答数のうちの 11.3%を占めました。特に、

これから経験したい海外経験を幾つでも選んで下さい。（複数回答可） 

 

外国を恐れる傾向に？」 

（ 子経験ありを除いて）「家 旅 」

の方が多くなりました。そろそろ「 との 」を

こちらもある意味「友人との旅

気のあう友人や仲間と一緒に、制限の出来る限りか

限を けたくない、という意 は５位に「一人旅」

を占めました。特に、「海外経験あ
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り」が 22 名なのに対し、「海外経験なし」は

それまでの海外滞在経験に大きく左右される傾向

 

☆「その他」の回答にあったもの： 

「サッカーの 合を る」「メジャー ーグの 合を る」など。

 

問５：海外に滞在する場合、その はなんですか？上位３つを選んで下さい。

☆「 の体験と語学 。『未知』への

１位： 文化の体験    1160 票 

２位：語学 を高める   1152 票 

３位：海外に住んでみたい  900 票 

４位：人間としての    884 票 

５位：仕事         254 票 

 僅差ではありますが、「 の体験」

様です。 

 ただし、傾向としては各項目によって多少の違いがある様です。

 小学生は「海外に住んでみたい」という海外への憧れとも取れる項目にも人気が集まりましたが、やはり「語学 」。

小学生のキーアイディアは「未知への憧れ」

は中高生に比べて少ない。 を て知 が えれば える 、

に対する憧れも低下する様に思えます。 

4

名なのに対し、「海外経験なし」は 224 名とその 91%を占めており、日本の学生の

それまでの海外滞在経験に大きく左右される傾向がある様です。 

「サッカーの 合を る」「メジャー ーグの 合を る」など。 

海外に滞在する場合、その はなんですか？上位３つを選んで下さい。

。『未知』への憧れも大きなポイント。」

「 の体験」を求めており、次いで「語学 を高める」事を海外滞在の と考えている

ただし、傾向としては各項目によって多少の違いがある様です。 

小学生は「海外に住んでみたい」という海外への憧れとも取れる項目にも人気が集まりましたが、やはり「語学 」。

小学生のキーアイディアは「未知への憧れ」と言えるのではないでしょうか。まだ学校でも

を て知 が えれば える 、自分の を 大で る事が出来る

 

を占めており、日本の学生の「引きこもり」性は、

海外に滞在する場合、その はなんですか？上位３つを選んで下さい。 

 

も大きなポイント。」 

事を海外滞在の と考えている

小学生は「海外に住んでみたい」という海外への憧れとも取れる項目にも人気が集まりましたが、やはり「語学 」。

まだ学校でも英語や世界地 を う事

自分の を 大で る事が出来る様になり、外国
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 中学生は「男子経験無し」で「海外に住んでみたい」と小学生よりの回答が１位であるのに対し、

「 の体験」とより現実的な回答を出す傾向

 高校生になりますと、全ての項目で「 の体験」

ちらは３ 以上語学の学習をしている経験の中から、

 男子は「 文化の体験」、 子は「語学 」がそれ れ１位。ちなみにこの２項目は僅差で双方とも２位 ランクイ

ンしています。 

 小学生、中学生が「語学 を高める」を１位にしたのに対し、高校生、大学生になると「 文化の体験」を求めて

いる、という傾向がある様です。 

 ただ、総じて「語学 」と「 の体験」は

 

☆「その他」の回答にあったもの： 

「メジャー観戦」「芸能人のおっかけ」「バカンス」「ショッピング」「観光」「食べ物」「海外の人とのふれあい」「遊び」

「世界 り」「 文化の研 」「自分の居場 を つけるため」「 」「 」「未知への 心」

 

問６：海外に滞在して得られた、または得られる物は何だと思いますか？上位３つ

を選んで下さい。 

☆「語学 取得と未知なる世界への怖れ。

１位：語学        1382 票 

２位：チャレンジ精神    818 票 

5

中学生は「男子経験無し」で「海外に住んでみたい」と小学生よりの回答が１位であるのに対し、

「 の体験」とより現実的な回答を出す傾向にあった様です。 

全ての項目で「 の体験」が１位になっています。「語学 を高める」を えており、

ちらは３ 以上語学の学習をしている経験の中から、自分の可能性や限界を感じているのかも知れません。

男子は「 文化の体験」、 子は「語学 」がそれ れ１位。ちなみにこの２項目は僅差で双方とも２位 ランクイ

小学生、中学生が「語学 を高める」を１位にしたのに対し、高校生、大学生になると「 文化の体験」を求めて

総じて「語学 」と「 の体験」は であり、それほど大きな違いは無いとも言えます。

「メジャー観戦」「芸能人のおっかけ」「バカンス」「ショッピング」「観光」「食べ物」「海外の人とのふれあい」「遊び」

分の居場 を つけるため」「 」「 」「未知への 心」

海外に滞在して得られた、または得られる物は何だと思いますか？上位３つ

 

☆「語学 取得と未知なる世界への怖れ。」 

中学生は「男子経験無し」で「海外に住んでみたい」と小学生よりの回答が１位であるのに対し、 子は「語学 」

が１位になっています。「語学 を高める」を えており、こ

を感じているのかも知れません。 

男子は「 文化の体験」、 子は「語学 」がそれ れ１位。ちなみにこの２項目は僅差で双方とも２位 ランクイ

小学生、中学生が「語学 を高める」を１位にしたのに対し、高校生、大学生になると「 文化の体験」を求めて

であり、それほど大きな違いは無いとも言えます。 

「メジャー観戦」「芸能人のおっかけ」「バカンス」「ショッピング」「観光」「食べ物」「海外の人とのふれあい」「遊び」

分の居場 を つけるため」「 」「 」「未知への 心」 

海外に滞在して得られた、または得られる物は何だと思いますか？上位３つ
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３位： 文化に対する 解  806 票 

４位：自信         714 票 

５位：友人人脈       538 票 

 どうやら殆どの人が「海外では語学 を学ぶ事が出来る」

学生男子経験ありを除く）。積極的な海外進出を子どもたちに促す場合は、大きなキーワードとなりそうです。

 ２位、３位、４位は僅差で「チ レンジ 」「 に対する 」「自勼」

人にとって、「海外」とはまだまだ敷居が高く、「未知の世界」といったイメージ

街まで出かける」といったイメージではなく、

 

☆「その他」の回答にあったもの： 

「海外の 物」「思い出」「 門知 」「家 の 」「本」「ない」「 を た の感 」「お 」「満 感」

 

問 ：問４で「海外に出たくない」と答えた方へ。その は何ですか？（複数回

答可） 

☆「無知と無関心の相関性。」

１位：関心が無いから    96 票 

２位：費用の問題／怖いから 82 票 

 問４で⑰を選んだ方向けの回答。関心が無い、費用、怖い。

6

「海外では語学 を学ぶ事が出来る」と考えている様で、ほぼ全項目で１位を獲得しました（大

積極的な海外進出を子どもたちに促す場合は、大きなキーワードとなりそうです。

「チ レンジ 」「 に対する 」「自勼」と続きます。 せば、島国の日本

「海外」とはまだまだ敷居が高く、「未知の世界」といったイメージがある様に思えます。

といったイメージではなく、大きな勇気や決心が必要と考えている様に思われます。

「海外の 物」「思い出」「 門知 」「家 の 」「本」「ない」「 を た の感 」「お 」「満 感」

問 ：問４で「海外に出たくない」と答えた方へ。その は何ですか？（複数回

 

☆「無知と無関心の相関性。」 

問４で⑰を選んだ方向けの回答。関心が無い、費用、怖い。96 票のうち、特に海外経験が全くない方が

と考えている様で、ほぼ全項目で１位を獲得しました（大

積極的な海外進出を子どもたちに促す場合は、大きなキーワードとなりそうです。 

と続きます。 せば、島国の日本

がある様に思えます。「気 に で

と考えている様に思われます。 

「海外の 物」「思い出」「 門知 」「家 の 」「本」「ない」「 を た の感 」「お 」「満 感」 

問 ：問４で「海外に出たくない」と答えた方へ。その は何ですか？（複数回

特に海外経験が全くない方が 90 票です
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から、「一 でも外に出る」と多少は意 が わって来る

大きく左右しているのだと考えられます。

☆「その他」の回答にあったもの： 

「言 の問題」「インドア だから」「大変そうだから」「食べ物があわない」「 が い」「外国人が い」

「面倒くさい」がとても多かったです。 

 

問８：海外滞在経験に一番必要な物は何だと思いますか？

☆「海外の壁は、語学の壁。」

 

１位：語学   802 票 

２位：お    700 票 

３位：勇気   588 票 

※ こちらは単一回答（＝一番必要な）を希望したのですが、複数に○をつける方もいらっしゃいましたので、そのま

まカウントしてあります。 

 

 問５、問６の回答とクロスソートしても、子供たちにとって

 小学生男子、中学生男子経験なし、高校生 子は１位に「お 」となっていますが、それ以外は「語学 」を 先

重要事項と考えている様です。 

 その一方、大学生は「勇気」と答える傾向が高い様です。

7

「一 でも外に出る」と多少は意 が わって来るのかも知れません。恐らく、「無知」による先入観や偏

大きく左右しているのだと考えられます。 

「言 の問題」「インドア だから」「大変そうだから」「食べ物があわない」「 が い」「外国人が い」

 

問８：海外滞在経験に一番必要な物は何だと思いますか？ 

 

☆「海外の壁は、語学の壁。」 

を希望したのですが、複数に○をつける方もいらっしゃいましたので、そのま

問５、問６の回答とクロスソートしても、子供たちにとって「海外＝言 の壁」と感じている事は明白です。

小学生男子、中学生男子経験なし、高校生 子は１位に「お 」となっていますが、それ以外は「語学 」を 先

その一方、大学生は「勇気」と答える傾向が高い様です。 

「無知」による先入観や偏 も

「言 の問題」「インドア だから」「大変そうだから」「食べ物があわない」「 が い」「外国人が い」の他、

を希望したのですが、複数に○をつける方もいらっしゃいましたので、そのま

と感じている事は明白です。 

小学生男子、中学生男子経験なし、高校生 子は１位に「お 」となっていますが、それ以外は「語学 」を 先
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 「男子はお 」「 子は語学 」と答えているのも興味 い部分です。

 

☆「その他」の回答にあったもの： 

「体 」「 ュニケーション能 」「 」「 気」「 ー ア」

 

問９：将来、海外で働きたいと思いますか？

☆「未経験の子の殆どは働きたくない。」

１位：働きたくない   912 票 

２位：国や地域によって 708 票 

 「働きたくない」子どもが多い様です。項目 では、男子、 子、小学生、中学生、高校生で１位を獲得。

 ただし、「海外経験あり」の子は、「国や地域によって働きたい」

験しているか か」によって、海外に対する無知や未知、先入観や偏 などが

 家 旅 や 学旅 などで海外を経験しておくと、その先の 一 も考えられる様になりますが、一 も経験が無

い場合は、「働く」という事に対する恐怖心

 

8

「男子はお 」「 子は語学 」と答えているのも興味 い部分です。 

「体 」「 ュニケーション能 」「 」「 気」「 ー ア」 

問９：将来、海外で働きたいと思いますか？ 

 

☆「未経験の子の殆どは働きたくない。」 

様です。項目 では、男子、 子、小学生、中学生、高校生で１位を獲得。

「海外経験あり」の子は、「国や地域によって働きたい」と答える傾向が高かった様です。やはり、

験しているか か」によって、海外に対する無知や未知、先入観や偏 などが多少払拭されるという事ですね。

家 旅 や 学旅 などで海外を経験しておくと、その先の 一 も考えられる様になりますが、一 も経験が無

い場合は、「働く」という事に対する恐怖心も仕方がないかも知れませんね。 

様です。項目 では、男子、 子、小学生、中学生、高校生で１位を獲得。 

と答える傾向が高かった様です。やはり、「一 経

されるという事ですね。 

家 旅 や 学旅 などで海外を経験しておくと、その先の 一 も考えられる様になりますが、一 も経験が無
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問 10：問９で「働きたい」と回答した方へ。どのくらいの期間働きたいですか？

☆「働くならば、あまり くない方が い。」

１位：１ 以上２ 未満  366 票 

２位：１ 未満       364 票 

３位：２ 以上３ 未満  180 票 

 こちらは僅差ですので、１位と２位にそれほどの違いはありませんが、

えている様です。ただ、やはり海外経験がある子の方が、比較的 めに働きたいと考えている様に思われました。

 ただし、「中学生男子海外経験なし」では、

ました。 
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：問９で「働きたい」と回答した方へ。どのくらいの期間働きたいですか？

 

☆「働くならば、あまり くない方が い。」 

こちらは僅差ですので、１位と２位にそれほどの違いはありませんが、「働くならばあまり く働きたくない」

えている様です。ただ、やはり海外経験がある子の方が、比較的 めに働きたいと考えている様に思われました。

ただし、「中学生男子海外経験なし」では、26 名が「10 以上働きたい」と答えており、チャレンジ精神が られ

：問９で「働きたい」と回答した方へ。どのくらいの期間働きたいですか？ 

「働くならばあまり く働きたくない」と考

えている様です。ただ、やはり海外経験がある子の方が、比較的 めに働きたいと考えている様に思われました。 

おり、チャレンジ精神が られ
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問 11: 問９で「働きたい」と回答した方へ。海外で働きたい を教えて下さい。

☆「自分を勱 させたい！」

１位：自分を させるため       

２位：外国に住みたい          

３位：グローバルな問題解決に寄与したい

 こちらは全項目で「自分を勱 させるため」が１位

積極的に進出する事をやぶさかではないと
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問９で「働きたい」と回答した方へ。海外で働きたい を教えて下さい。

 

☆「自分を勱 させたい！」 

       636 票 

          372 票 

３位：グローバルな問題解決に寄与したい 102 票 

全項目で「自分を勱 させるため」が１位。グランドスラムです。自己研鑽に興味がある子は、海外にも

と考えているのでしょうか。 

問９で「働きたい」と回答した方へ。海外で働きたい を教えて下さい。 

 

。グランドスラムです。自己研鑽に興味がある子は、海外にも
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問 12：問９で働きたいと回答した方へ。働くなら、どの様な国が いですか？（複

数回答可） 

☆「外国＝先進国。」 

１位：先進国   874 票 

２位：発展途上国 176 票 

３位：新興国   170 票 

 少し残 な結果と言っても いのか、

と考えるのは当然でしょうか。日本人にとって、外国とは「先進国」の事

「あまり知らない」からこそ、未知に対する恐怖

進国」「新興国」「発展途上国」の違いがわからなかった

 

 

 

 

 

11

問９で働きたいと回答した方へ。働くなら、どの様な国が いですか？（複

 

少し残 な結果と言っても いのか、全項目で「先進国」が１位です。海外に出ても、

日本人にとって、外国とは「先進国」の事を表す様です。ただ、

「あまり知らない」からこそ、未知に対する恐怖を抱いている可能性もあります。また、もう一つの

進国」「新興国」「発展途上国」の違いがわからなかった、という部分もあるかも知れません。

問９で働きたいと回答した方へ。働くなら、どの様な国が いですか？（複

です。海外に出ても、あまり苦労はしたくない、

を表す様です。ただ、先進国以外の外国を

また、もう一つの可能性として、「先

、という部分もあるかも知れません。 
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問 13：問９で「働きたくない」と回答した方へ。その はどうしてですか？

☆「無知と無気 と偏 と先入観。」

１位：日本での仕事が い   672 票 

２位：その他         100 票 

３位：費用の問題        80 票 

 １位は「日本での仕事が い」との事ですが、

残ります。こちらも全項目で１位となりました。

 まず、「日本にどの様な仕事があるのか？」「日本に無くて海外にある仕事は何なのか？」「逆に日本にあって海外に

は無い仕事は何なのか？」等について、しっかりと比較検討分析を踏まえた教育を施した上であれば、多少結果が変

わって来るかも知れません。 

 ２位には「その他」が多く、回答としては以

「怖いから」…未経験の子の回答にありがちでした。

「命の問題」…海外での日本人殺害のニュースなど、気になりますよね。

「 が い」…それは大変な問題です。

「言 の問 」…………中学生以上に多数。「働きたい」ありきで語学を磨いてみては？数学が出来ないから医師を諦めるマ

インドに似ています。 

 

12

：問９で「働きたくない」と回答した方へ。その はどうしてですか？

 

☆「無知と無気 と偏 と先入観。」 

 

 

 

との事ですが、一体どれほどの子が「海外の仕事」の事を知っているのか

残ります。こちらも全項目で１位となりました。 

「日本にどの様な仕事があるのか？」「日本に無くて海外にある仕事は何なのか？」「逆に日本にあって海外に

等について、しっかりと比較検討分析を踏まえた教育を施した上であれば、多少結果が変

２位には「その他」が多く、回答としては以下の様な物があります。 

未経験の子の回答にありがちでした。 

海外での日本人殺害のニュースなど、気になりますよね。 

それは大変な問題です。 

「働きたい」ありきで語学を磨いてみては？数学が出来ないから医師を諦めるマ

：問９で「働きたくない」と回答した方へ。その はどうしてですか？ 

一体どれほどの子が「海外の仕事」の事を知っているのか、疑問に

「日本にどの様な仕事があるのか？」「日本に無くて海外にある仕事は何なのか？」「逆に日本にあって海外に

等について、しっかりと比較検討分析を踏まえた教育を施した上であれば、多少結果が変

「働きたい」ありきで語学を磨いてみては？数学が出来ないから医師を諦めるマ
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「面倒くさい」…………こちらも中学生以上に 子 子問わず多数。

「大変だから」…これを答えた２名は、双方とも「未経験」であるのが気になります。

「直ぐに帰って来られないから」…確かに ですね。

「つまらないから」…こちらも「未経験」の子の回答です。

「海外に ってまで仕事をしたくないから」

「人間関係」…確かに大変です。 

「食生活の問題」…言 の壁と んで、大きな問題ですね。

「自信が無い」…経験が無ければ自信もつきませんからね。

「日本に貢献したい」… 一の「前向きな」 でした。

「文化が違うから」…こちらも「未経験」の子も回答していました。

 

問 14：もし将来働いた（または働いている）企業で、海外派遣を命じられたらどう

しますか？ 

☆「条件の違いはあれ、従います。」

１位：命 なら仕方なく従う   886 票

２位：喜んで従う        628 票

13

こちらも中学生以上に 子 子問わず多数。 

これを答えた２名は、双方とも「未経験」であるのが気になります。 

確かに ですね。 

こちらも「未経験」の子の回答です。 

「海外に ってまで仕事をしたくないから」…日本に大 なお仕事があるのでしょう。 

言 の壁と んで、大きな問題ですね。 

経験が無ければ自信もつきませんからね。 

一の「前向きな」 でした。 

こちらも「未経験」の子も回答していました。 

：もし将来働いた（または働いている）企業で、海外派遣を命じられたらどう

 

、従います。」 

票 

票 

 

 

：もし将来働いた（または働いている）企業で、海外派遣を命じられたらどう
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３位：何とか断れないか考える  462 票 

  

 「海外経験あり」の子は「喜んで従う」、「海外経験なし」の子は「命 ならば仕方なく従う」と答える傾向が高か

った様です。ただし、経験ありの子の場合は、①と②で然程大きな開きはありません。 

 「断れないなら退職する」を選んだ 122 名のうち、106 名は「経験なし」の子です。やはり未知の世界に対する怖

れがある様ですね。 
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＜総評＞ 
【ネガティブな面】 

【１】無知による恐怖心と未知による先入観 

 殆どが海外未経験者であるが、特にその場合外国の情報に触れるチャンスは、テレビやインターネット、または

学 の地 の時間などに限られる。特にテレビ等で手に入れられる情報は、海外の事故や事件のニュースや、ヘイ

トスピーチを含めた反日感情の表れのケースも多い為、「外国＝怖い所」という考え方を定着させている可能性も

ある。彼らにとって「外国」とは情報の比較的入って来やすい「先進国」の事である点（問 12）も、海外に対す

る「未知」と知 の偏向性が如実に現れたと言えるかもしれない。 

 海外滞在の条件や必要事項に「語学 」と考えているケースが多い。確かに海外滞在に語学 は必要な条件の一

つではあるが、語学 が 対必要勘可 という事はない。これは、悔しいながら日本の英語教育に関して、または

子供たちの英語への対峙の仕方についての問題もあるかもしれない（完璧主義など）。 

 問 では、設問にある の「トラップ」をかけた。必要事項として「語学 」を選ぶ子が多いのを して、あ

えて「 ュニケーション能 」を項目に入れなかったが、「その他」として、この「 ュニ ーシ ン能 」

を記入した子は、全体のうちの２名に過ぎなかった。言 だけではない、マナー儀礼や習慣の違いなども含めて、

「海外を知り、日本を知り、その比較を う事」、つまり比較 を教育する必要性を感じた。 

 そうは云っても、「海外に充分に滞在した」経験を持つ大人の世代もそれほど多くなく、せい い観光旅 や数

ヶ月のホームステイや 学、１ 程 の 学が殆どであり、数 以上の滞在経験を持つ「外国文化を真の意味

で教育出来る大人」の絶対数が少ない。特に教育現場にはその様な「真の意味での海外滞在経験」を持った人間が

少ないのも、子供たちに対する先入観や恐怖心を正しく取り除いてあげられない、一つの であると考 出来る。 

 「言 が出来ないから」という で海外滞在を う子が多い訳だが、「言 が 全に出来なくても、海外に

く事は出来る」と教え、その恐怖心と壁を取り除く事で、または語学教育を 本から 直す事によって、少々の

意 が出来るのではないか、と考 した。 

 そのより効果的な「語学教育」とは、「取りあえず海外に って、（語学 学だけではない）実践で学び取る」事

であると考えるが、日本人はこの「語学が出来ない だから海外に かない よって語学を学べない」といった、

矛盾のスパイラルの中に陥っているのではないだろうか？ 

 また、問 13 では、 ントツで「日本での仕事が い」を海外で働きたくな にしているが、どれほどの人間

が日本の仕事と海外の仕事について知っているのか？という疑問が残る結果となった。 

 

【２】海外進出に対する消極性と無気  

 無知故か、海外を恐れる気持ちは強いが、 「海外に きたい」と考える子も多くいる（問４）。ただし、そ

のうち、「１位の 旅 」「２位の友人との旅 」「３位の 業旅 」「４位の 学旅 」の 、「 の 合」「

ッ アー」「 合 旅 」「海外派遣」の 8 項目は積極的な海外進出願望とは言えないかもしれない。これら

の合計は、「海外に出たい」と回答した延べ数のうち、3480 で 70.3%。「何かのきっかけがあれば、誰かの庇護
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があれば、誰かと一緒に」の条件付きと言える。 

 一方、「５位の一人旅」「 期 学」「 学」「ボランティア」「インターンシップ」「ワーキングホリデー」は積極

的な海外進出と言えるが、こちらは合計で 1082。全体の 21.8%。特に 学や 学など、積極的に海外で学

ぼうとする意欲が少ない事に残 であった。 

 これは、「海外に対する恐怖」だけではなく、「日本が既に満ち足りた国であり、日本の中で殆どの事は学べる」

と考えている可能性も高い。※ 考ではあるが、「日本人が外国語を積極的に学ばない 」の中に、「日本語だけ

で殆どの海外の文献が読めるので、学習する必要性が低い」と指摘された事がある。 

 また、問４で「海外に出たくない」問９で「働きたくない」と答えた を、「面倒くさい」と答えた子が、延

べで 42 名おり、「 は無いが きたくない」と合わせると 50 を超えた。無気 や消極性が感じられた。 

 さらに、問 14 では「海外 を命じられたら？」の問いに対し、「命 なら従う」と答えた子が 886 で一番多

い。積極的に「断る を考える 462」「断れないなら退職する 122」と答えたケースより、その受動的な気持ち

と消極性が大変気になった。 

 

【ポジティブな面】 

【１】「海外で働きたい」と考えている子は意外と多い 

 問９において、「働きたくない」は 912 で、項目としては１位になったが、「どんな国地域でも働きたい」「国

地域によって働きたい」「期間によって働きたい」を合わせると、1226 で上回る。 

 問 11 では、「自分を勱 させるため」「海外に たい」「グ ー な問 決に 与したい」といった、非

常に前向きで将来性のある回答が上位を占めている。 

 問 14 において、「何とか断れないか を考える」「断れないなら する」と答えたのは合計で 584。「喜ん

で従う」「命 なら従う」と、条件の違いはあれ海外転勤に応じる場合が 1514 で圧倒的に多い。 

 １位の「命 なら従う」は、ネガティブ面で指摘した「消極性」の表れではあるが、機会ときっかけさえ作っ

てあげれば、子供たちは海外に出る事をやぶさかではないと考えていると言える。 

 

【２】「海外経験があれば、海外に対する恐怖は取り除ける！」 

 問４で「海外に出たくない」と答え、さらに問９で「海外で働きたくない」と答えた大多数は「海外未経験者」

である。 

 ※問４「経験あり 22／経験なし 224」 問 9「経験あり 156 ／経験なし 756」 

 大 なのは めの一 。最初は消極的でも構わないので、子どもたちを海外に一 でも出してあげられれば、

海外に対する恐怖心は取り除けると言える。 

 問 でお が必要と答えた子が多い様に、経 的な問題も んでいる様だ。海外に対する敷居は、 的にも

ードルを上げていると感じているが、 いツアー旅 などであれば、 に比べて今はそれほどかからないので、

こちらもその辺りの無知を取り除いてあげる事が肝要。 
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【まとめ】 

 これから我々が出来る事。 

① 語学教育の しと現地教育の有用性の再確認 

② 消極的で恐怖心を持った子ども達の背中を押し、手を引っ張ってあげる事 

③ 先進国だけではない、海外 国の しい知 を与え、 しく日本との 比較を うマインドを与える事 

④ 語学 だけではない、 ュニ ーシ ンの のインプット 

⑤ 何らかの形で、子供たちに海外経験を与える事 

 

 日本は島国ですから、ヨーロッパ諸国等に比べると他国の境界線の敷居は高いと言えます。諸外国にアンテナを伸

ばすマインドを植え付ける為に。子供たちは自 で海外に 出する事は出来ませんので、「1 ヶ月未満でも いから」

大人達が背中を押し、手を引っ張り、経験をさせる事が大 になると言えるでしょう。 

 

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


