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摘要

(中) 

截至目前為止，高中日語教育的現況與問題點之相關研究為數不少。然

而，對於高中日語學習成果之研究並不多。因此，本論文的研究目的為

了解高中日語學習者的學習成果，並進一步分析影響學習成果的相關因

素。 本論文針對台北市六所公立普通高中的日語學習者與日語教師進行

問卷調查，藉此從學習者、教師兩個角度來探究高中日語學習者的學習



成果。此外，為了進一步釐清學習動機、學習態度……等影響學習成果

的各種因素與學習成果間的關係，針對調查結果進行統計分析，結論如

下： 1.普通高中日語學習者的學習動機與 10 年前相比，並無太大的變

化。 2.普通高中日語學習者的學習目標與教育部所制定的教育目標一

致，但卻與日語教師所重視的目標不一致。 3.普通高中日語學習者的學

習態度消極。 4.普通高中日語學習者對學習日語感到滿意，但卻對自己

的學習成果不滿意。 5.大多數的普通高中日語學習者對學習日語抱持著

肯定的態度。 6.現行的普通高中日語課程仍然偏重閱讀教育。 7.普通高

中日語學習者的學習成果不佳。 8.性別、學習動機、日語學習經驗、英

文成績、班級人數、對教學方式的滿意度、對課程的滿意度……等因素

會影響學習成果。 

摘要

(英) 

Many researches have focused on senior high school Japanese education situation 

and the problems but not on the senior high school Japanese learning performance. 

Therefore, my thesis is to understand the senior high school Japanese learning 

performance and to analyze the factors which effect on Japanese learning 

performance. I conducted a survey on six public senior high school Japanese class 

students and the instructors in Taipei City. I wanted to understand the learning 

performance of the senior high school Japanese learners from the 2 prospective: 

One is the students and the other is the instructors. In addition, I made statistical 

analysis on the questionnaire survey in order to understand the correlation among 

the motivation, attitude, etc. and the Japanese learning performance. The 

conclusion is described as below: 1.There is no obvious difference between the 

motivation for current students taking Japanese class and those for ten years ago. 

2.The learning goals of the senior high school Japanese learners and that of the 

Ministry of Education were made are the same; however, they are different from 

the learning goals of instructors. 3.The learning attitude of the senior high school 

Japanese learners is passive. 4.Senior high school Japanese learners feel satisfied 

with the choice of having Japanese class for learning, but not satisfied with their 

learning performance. 5.Most senior high school Japanese learners take affirmative 

attitude as having Japanese class on senior high schools. 6.Current senior high 

school Japanese teaching still focuses on reading. 7.Students’ learning 

performance is not good. 8.The gender, motivation, previous Japanese learning 

experiences, the grade of English , the total number of students on class, the 

satisfaction with the teaching method and Japanese class will all affect the learning 

performance. 
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附註 
 

全文

點閱

次數 
 

資料

建置

時間 

2009/1/23 

轉檔

日期 
2009/02/09 

全文

檔存

取記

錄 

494246129 2009.1.26 14:23 61.230.25.53 new 01 494246129 2009.1.26 14:27 

61.230.25.53 new 02 494246129 2009.1.26 14:29 61.230.25.53 new 03 494246129 

2009.1.26 14:32 61.230.25.53 new 04 494246129 2009.1.26 14:37 61.230.25.53 

new 05 494246129 2009.1.26 14:38 61.230.25.53 new 06 

異動

記錄 

C 494246129 Y2009.M1.D23 16:52 61.230.25.126 M 494246129 Y2009.M1.D23 

16:55 61.230.25.126 M 494246129 Y2009.M1.D23 17:01 61.230.25.126 M 

494246129 Y2009.M1.D26 14:19 61.230.25.53 M 494246129 Y2009.M1.D26 

14:20 61.230.25.53 M japa2596 Y2009.M1.D26 14:39 61.230.25.53 M japa2596 

Y2009.M2.D3 11:47 140.136.213.53 M japa2596 Y2009.M2.D3 11:48 

140.136.213.53 M japa2596 Y2009.M2.D3 11:48 140.136.213.53 M japa2596 

Y2009.M2.D3 11:48 140.136.213.53 M 494246129 Y2009.M2.D3 12:32 

61.230.26.22 M japa2596 Y2009.M2.D3 13:09 140.136.213.53 M japa2596 

Y2009.M2.D3 13:09 140.136.213.53 M japa2596 Y2009.M2.D3 13:31 

140.136.213.53 M 030540 Y2009.M2.D4 13:40 140.136.209.49 M japa2596 

Y2009.M2.D4 15:36 140.136.213.53 M japa2596 Y2009.M2.D4 15:36 

140.136.213.53 M japa2596 Y2009.M2.D4 15:38 140.136.213.53 M japa2596 

Y2009.M2.D4 15:38 140.136.213.53 M 494246129 Y2009.M2.D4 15:47 

61.230.26.22 M japa2596 Y2009.M2.D4 15:54 140.136.213.53 M 494246129 

Y2009.M2.D4 16:10 61.230.26.22 M 494246129 Y2009.M2.D4 16:11 

61.230.26.22 M 494246129 Y2009.M2.D4 16:11 61.230.26.22 M 494246129 

Y2009.M2.D4 16:13 61.230.26.22 M japa2596 Y2009.M2.D4 16:37 

140.136.213.53 M japa2596 Y2009.M2.D4 16:37 140.136.213.53 M japa2596 

Y2009.M2.D5 8:42 140.136.213.53 M japa2596 Y2009.M2.D5 8:45 

140.136.213.53 M japa2596 Y2009.M2.D5 8:45 140.136.213.53 M japa2596 

Y2009.M2.D5 8:45 140.136.213.53 M japa2596 Y2009.M2.D5 9:51 

140.136.213.53 M japa2596 Y2009.M2.D5 9:51 140.136.213.53 M 494246129 

Y2009.M2.D5 10:55 61.230.26.22 M japa2596 Y2009.M2.D5 11:06 

140.136.213.53 M japa2596 Y2009.M2.D5 11:06 140.136.213.53 I 030540 

Y2009.M2.D9 10:46 140.136.209.49 

 


