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「教養主義的英語教育」と「実用主義的英語教育」の 
両立性（compatibility）と融合を求めて

吉　田　　　孝*
 

　全体的には和文による論文であるが，対象が日本語話者（native speaker＝NS）のみならず非日本語
話者（non-native speaker＝NNS）であることに配慮して，文中のキーワード，及びその日本語訳が定
まらない用語，強調したい語句は（　）に英語を添えた。

［キーワード］第二言語としての英語（English as a Second Language＝ESL）　外国語としての英語（Eng-

lish as a Foreign Language＝EFL）　4技能（4 skills of Listening，Speaking，Reading，Writing＝L，S，R，
W ）　聴覚心象（acoustic image）　学習転移（learning transfer）　言語的気づき（meta-linguistic aware-

ness） 

は じ め に

　日本の英語教育界では，英文法の知識を下敷きにし，英語による文学作品理解と鑑賞や長文の英作文
へとつながる「読む・書く」を主とする授業はしばしば「教養主義的英語教育」と呼ばれ，英語による
対話・コミュニケーションをゴールとする「聞く・話す」を主とした英会話の授業は「実用主義的英語
教育」と呼ばれる。これらいわば 2種類の英語教育は互いに相容れず，対立するものとして認識される
傾向がある。例えば，「中学校・高等学校で 6年間，さらに大学で最低 2年間は英語を習っているのにさっ
ぱり使えない」という発言は英語教育批判として我々はよく耳にする。そのような批判的発言─「使え
ない」─には「読み，書きも出来ない」が含まれているであろうか？　答えは否で，通常，使えないは
聞き・話すことが出来ない，というのが一般的な意味である。日本の英語教育界では実用主義英語教育
の柱である聞き・話すスキル（listening and speaking skills）と教養主義英語教育の柱である文法を下敷
きとした読み・書くスキル （reading and writing skills）は相容れない（incompatible）スキルなのである。
下記の引用文 a．中「実際的能力」，「実用能力」の「実際・実用」は英語の，もっぱら聞く・話すスキ
ルを駆使した英会話を指し，b，cの主張は明らかに英文法の明示的知識を骨組とした読み・書きのス
キルの大切さを訴えている。 

　  a，bは両方とも『英語教育大論争─平泉　渉・渡部昇─』（文芸春秋社，1975）に収録されている。（ア
ンダーライン筆者） 

　a.　  「わが国の国際的地位，国情にかんがみ，わが国民の約五 %が，外国語，主として英語の実際的
能力をもつことがのぞましい。この目標が実現することは将来においてわが国が約六百万人の英
語の実用能力者を保持することを意味する。その意義ははかりしれない。」平泉　渉（同著 p. 12） 

　b.　  「英語の教師は伝統的と言われる方法に自信をもつことである。間違った方法ですら断乎たる自

　*福島大学名誉教授
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信をもってやれば相当の成功を収めるのが教育である。伝統的方法は決して間違った方法でない
ことを確信することが先ず重要である。教師は英訳・英作文・文法においてゆるぎなき自信をも
つことが必要である。」渡部昇一（同著 pp. 46-47）

　次の引用文は『英語教育，迫り来る破綻 ─ 大津由紀雄・江利川春雄・斎藤兆史・鳥飼玖美子』（ひつ
じ書房．2013）からである。
　c.　  「言語の運用を学ぶ以上，聴き取りも会話も英語学習の重要な部分ではありますが，日本の言語

環境内での学習効果を考えた場合，限られた授業時間の中で生徒同士が英語（らしきもの）でや
り取りしたところで，ほとんど焼石に水です。まずはそのような環境の中でも比較的定着しやす
い文法や読解の基本を学ばせ，それを会話に応用する練習をさせたり，それぞれが自らの必要に
応じて英語力を積み上げるための基礎固めと学習の方向付けを重視すべきです。」斎藤兆史（同
著 p. 31）

　本論は，このような，ある意味では不幸な二極化（polarization）（a vs. b, c），「不毛な二項対立」（古
田 2014）をもたらした背景を，I. 我が国の昨今の英語教育をとりまく社会的状況，とりわけ，英会話
至上主義，II.「言語」の本質論，就中，音声・聴覚心象（acoustic image）の機能に対する認識不足，
III. チャンネル（媒体）とスタイル（文体）の視点を踏まえた議論の欠落，及び，読解力 （reading）が
持つ他の運用スキルへの学習転移（learning transfer）の大きさの軽視にあるとし，最後に，IV. Figure 1

で，議論の枠組み（frame of reference）と両立性（compatibility）を目指す際の方向を提案した。

I.　昨今の英語教育の社会的状況

　1.　英会話至上主義 ─ 小学校からの英語（実際は英会話）教育の導入
　2.　  英語を用いなければ生活が出来ない国における英語（English as a Second Language＝ESL）教育

と日本のように，英語教室を─歩離れれば日常的に英語を使用する機会が事実上皆無の国におけ
る英語（English as a Foreign Language＝EFL）教育の間に存在する重大な違いを十分配慮しない
ままの英語教育の導入。（吉田 2014-a :「ESLと EFLの違いを認識せよ」『英語教育』（大修館書店）
FORUM 2014，1月号）

　3.　  我が国の英語教育に伝統的に引き継がれてきた文法を基礎としての読み・書きを重視するいわゆ
る教養主義の価値観の軽視。

　4.　  外国語としての英語そのものについての「気づき」（meta-linguistic awareness）及び英語と日本
語の相違についての教育の大切さについての認識不足。（吉田 2014-b :「なんで英語やるの」『福
島大学人間発達学類論集』第 20号． 2014） 

II.　「言語」の本質論（Language is primarily speech.）

　「言語は本質的には音声である」（L. Bloomfield 1933）。音声は読む・書くを含む 4技能間の融合性の
かなめの機能を担っている。
　i.　  Listening : 聴取（hearing）⇒ 聴覚心象（acoustic image）⇒概念（concept）
　　例，    音声［dɔg］を聴く⇒聴覚に音声イメージ［dɔg」が現れる⇒実体（犬）（概念）
　　　　が喚起される。 

　ii.　  Speaking : 概念（concept）⇒ 聴覚心象（acoustic image）⇒発音（articulation） 
　　例，  実体（犬）について話したい⇒聴覚に音声イメージ［dɔg」が現れる⇒［dɔg」と発音する。
　iii.　  Reading : 目撃（reading）→文字心象（visual image）⇒聴覚心象（acoustic image）⇒概念（concept）
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　　例，  ［dog］という文字を目にする⇒視覚に文字イメージ［dog］が現れる⇒聴覚に音声イメージ［dɔg］
が現れる⇒実体（犬）が換起される。

　iv.　Writing : 概念 （concept）⇒聴覚心象（acoustic image）⇒文字心象（visual image）⇒書写（writing）
　　例，  実体（犬）について書きたい⇒聴覚に音声イメージ［dɔg］が現れる⇒視覚に文字イメージ［dog］

が現れる⇒［dog］と書く。
　すなわち，音声による聴覚心象の介在無くして 4技能は不可能である。音声は本論が課題としている
融合性に大きな役割を果たしている。

III.　チャンネル（媒体）とスタイル（文体）

　音声チャンネルと文字チャンネル，会話用英語スタイルと読み書き用英語スタイル，その組み合わせ・
交差。
　1.　「英語」の多面体のとらえ方 : チャンネルとスタイル
　　チャンネル :

　　　a.　音声面（聞く，話す）　聞き話す音声（聴覚）チャンネルを英語が通る。
　　　b.　文字面（読む，書く）　読み書く文字（視覚）チャンネルを英語が通る。
　　スタイル :  

　　　c.　もともと聞き話される（英会話）スタイルの英語
　　　d.　もともと読み書きされるスタイルの英語
　　　　　　　（Lawrence : ‘Writing as a Thinking Process’（1977））
　　チャンネルとスタイルの組み合せ :

　　　 i.　a-c : 音声チャンネルを通る英会話の英語
　　　 ii.　a-d : 音声チャンネルを通る読み書きスタイルの英語
　　　iii.　b-c : 文字チャンネルを通る英会話スタイルの英語
　　　iv.　b-d : 文字チャンネルを通る読み書きスタイルの英語
　　　　　（吉田 :「和文英訳」（1983 : 781-783）
　iと ivは明らかに対立する。しかしながら，iiと iiiはどうであろうか。聞き・話すと読み・書きがチャ
ンネルの中で交わり相互乗り入れしをている。話し言葉に書き言葉を無意識のうちに混入したり，その
逆を行うことは我々の極めて日常的で自然な言語（発話・書記）行為であろう。上述した言語の本質論
にかなった融合性の具現化である。問題は外国語として英語（4技能）を使用する場合，この融合性・
交差をどの程度意識して用いているか，教えることが可能か，その際，いわゆる英語の直観（linguistic 

intuition），気づき（meta-linguistic awareness）の働きは何かである。本論考はこの問題の解答追及のひ
とつの試みである。

IV.　両立性（compatibility）を求めて 

　Figure 1は I-IIIで論じ，記述してきた考え方，諸概念・用語の相対的関係を図示した両立性を求める
際の言及の枠（frame of reference）である。なお，下に示した本稿の Figure 1は，「文法の知識とその
運用」の相互関係を図示した吉田（2006）の *Figure 1（本稿　Appendix 1）とその枠組みが共通してい
る。
　Figure 1は SLAにおける言語処理論（language processing）の知識 KNOWING（USAGE）と運用
USING（USE）の相互関係を論じる場合の言及の枠として吉田（2006）が提案した関係図 *Figure 1を「教
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養主義英語教育」と「実用主義英語教育」に発展させたものである。
　図中，斜線の下がそれぞれ教養主義，実用主義の領域，四角形の部分が両立・交差・相互乗り入れに
よる融合領域
　使用上の知織＝USAGE，知識の使用＝USE（Widdowson（1973））
　acoustic image as a medium of 4 skills＝4技能の媒介としての聴覚心象
　competence，performance（Chomsky（1965））
　L＝listening，S＝speaking，R＝reading，W＝writing （4 skills）
　proficiency : analyzabiliy（accuracy）and automaticity（fluency）in 4 skills（Bialystok（1988）） 
　meta-linguistic motivation，communicative motivation（吉田（2014c）） 

　［斜線の左面］の領域は専ら教養主義的英語教育で言及される典型的な概念，教授方法の用語を含ん
でいる。いずれも非実用的（non-utilitarian）な概念である。使用上の知識（USAGE）は，言葉を扱う
者（教師，学習者）が，その言葉の知識を自分の言葉で説明することを意味する。…that part of perfor-

mance which makes evident the extent to which the language user demonstrates his knowledge of linguistic 

rules．（Widdowson（1973）in Ellis 1994 : 727）つまり，ことばの知識（meta-linguistic knowledge），
grammar（文法）についてことばすることである。（linguistic）competenceには「言語能力」という日
本語があてられ，能力という語が示すように抽象的な概念で，右面にある（linguistic）performance「言
語運用」と対立する。grammar and R & Wは文法教育を中心としたいわゆる文法教授法である。我が国
の伝統的な文法訳読法（Grammar Translation Method）がこれに近い。analyzability（分析性）は，例え
ば英文を意識的に文法的に分析する能力を指す。右面の automaticity（自動性）と対立する概念である。
meta-linguistic motivationは，例えば，ある英文について（＝meta）前述した文法知識を駆使して「説
明したい」という motivation（動機）のことである。（吉田「なんで英語やるの」2014c） 

　［斜線の右面］の領域は専ら実用主義的英語教育で言及される典型的な概念，教授方法の用語を含ん

教養主義英語教育と実用主義英語教育，その両立・交差・融合領域

教養主義 融合領域 実用主義

non-utilitarianisn compatibility utilitarianism

教養教科としての英語 実技教科としての英語

使用上の知識 acoustic image 知識の使用

USAGE USE

R & W in L & S

competenc L & S in R & W performance

grammar and R＆W practice and L & S

analyzability
proficiency automaticity

meta-linguistic motivation　　　　communicative motivation

Figure 1 : 教養主義（non-utilitarianism）&実用主義（utilitarianism）
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でいる。いずれも実用的 （utilitarian）な概念である。知識の使用（USE）は言葉を扱う者（教師，学習者）
が，その言葉を実際に運用することである。…that part of performance which ‘makes’evident the extent 

to which the language user demonstrates his ability to use his knowledge of linguistic rules for effective com-

munication．（Ibid，727）（linguistic）petformanceは左面の competenceの対立概念で，「言語運用」そ
のものを意味している。practice and L & Sはもっぱら実用的な言語運用を目途とする。L & Sを目指し
た Oral Approach，Communicative Approachは英語会話など，言語運用を目指す教授法である。automa-

ticityは左面の analyzabilityと対立し，文法を意識せず自動的に英語を運用する状態を指している。
communicative motivationは言語そのものに対する関心，興味というより，言語，例えば英語を実際に
運用して相手と対話したい，させたい，そのために英語を学習したい，教えたいという動機のことであ
る。
　［図中央の四角］の領域は，教養主義英語教育と実用主義英語教育の間には互いに交差する面があり，
両立が可能である故，積極的に融合性（compatibility）を追及することが可能である領域を示している。
具体的には，音声（聴覚心象＝acoustic image）を媒体として，grammar and R & Wの教授・学習活動を
Lと Sの中に導入し，又，やはり音声（聴覚心象＝acoustic image）を媒体として，Lと Sの教授・学習
活動を RとWの中で展開することを示している。文法の焦点化でも授業の際には文法の位置づけに関
して 2つレベルの扱いがある。第 1レベルは，文法を明示的かつ集中的に教えようとするいわゆる fo-

cus on formsあるいは focus on formSと称されるレベルで明示的文法知識の教授が一義的な目的で，R 

& Wはその目的達成のための手段として位置づけられる。第 2レベルは文法指導を R & Wに組み込み，
文法指導と同時に英語を読み（R）・書く（W）の指導も行う授業展開である。第 1レベルよりも図中
央の領域に接近し，右面の領域との重なりが高まる方向性を伴った活動である。第 2レベルでは言語的
気づき（meta-linguistic awareness）を媒介とした相互作用仮説（Interactive Hypothesis）（Gaas and Se-

linker 1994）と出力仮説（Output Hypothesis）（Swain 1985）に基づく読む・書くスタイルの文字による
効果的なコミュニケーション活動を射程に入れている。右領域においても，聞き・話す活動が同じ二つ
の仮説に基づいて展開されるのであれば，図中央の四角の領域が示す通り，左面からの R & Wと右面
からの L & Sの相互乗り入れと融合は極めて自然に行えるであろう。更に，音声の機能である聴覚心象
（acoustic image）が 4技能すべてに果たす役割と，読み（reading）の他 3技能への学習転移（learning 

transfer）が 4技能中最大である（縫部 1984）ことにも配慮すると，英会話を主とする実用主義英語教
育と文法と読み・書きを主とする教養主義英語教育は「不毛な二項対立」から脱却できるであろう。
proficiencyは，「英語が使える」ということの意味は，automaticityと analyzabilityの両方を兼ね備え，
聞き・話すのみならず，文法の知識に裏打ちされた読み・書きの力も含むことを示している。これは融
合性が求めるべき英語力の究極の中身である。小学校，中学校，高等学校，大学各レベルの英語教育を
実施する場合以上述べた両立・融合性を前提として，これらレベルの学習者の言語発達段階，臨界期
（critical period），とりわけ言語（日本語，英語）に対する 2種類の気づき（cognitive and affective meta-

linguistic awareness）（吉田 2014c）を具体的な教え方に反映させながら授業を進めることが期待される。
 ◆
　付記 : 認知的（cognitive）言語的気づき＝構造，語順，品詞，接頭・尾辞などことばの形式面につい
て「知」に訴える気づきのこと。情因的（affective）言語気づき＝音が「知」というより「情」に訴え
ることばのひびきに喚起される気づきのことで，例としては，ことばあそび，マザーグース，詩などい
わゆる文学作品の世界。
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Compatibility of Two Opposing Ideas of Teaching of English  

as a Foreign Language in Japan

YOSHIDA Takashi

　　In teaching English as a Foreign Language in Japan, we have long used English Conversation oriented 

methodology and Grammar Translation directed methodology.　The ideas that underlie these two different 

methodologies have been categorized, respectively, as utilitarian Jitsuyou-shugi （pragmatism） teaching and 

non-utilitarian Kyouyou-shugi（culturalism）teaching, and they have been considered to be virtually opposed 

to and incompatible with each other．
　　After introducing those features which typically represent and differentiate the two approaches, the pres-

ent paper attempts to address ways of thinking that help make those polarized ideas and practices of teaching 

English compatible with and complementary to each other.　The key terms in this paper are : acoustic image 

as a medium of 4 skills （Listening, Speaking, Reading, Writing）, meta-linguistic awareness, focus on form, In-

teractive Hypothesis, Output Hypothesis, learning transfer which reading skill provides.　The frame of refer-

ence for the argument is represented by Figure 1 which is designed to capture chief terms and concepts and 

their relationships discussed throughout this paper．
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Appendix 1

　Appendix 1で示した＊Figure 1は吉田　孝．2001．『「学習方略としての文法」─理論と実践─』第 1

章「文法の知識と運用の相互関係」で示したものである。本稿の Figure 1との違いは次の通りである :  
＊Figure 1は，英文法の知識とその運用の問題を，知識からその運用へ，運用からその知識への両方向
的（bidirectional）な転換（compilation）と捉えながら，運用に転換される文法は原則的には，従来のよ
うに，いわゆる科学（教育）文法から構築されるのではなく，運用から文法へ，かつ文法から運用へと
いう両者の相互作用（interaction）に基づいて構築されるべきであること，そのような文法は学習者の
英語運用の際の学習ストラテジー（grammar as learning strategy）となることの提案を図示したもので
ある。「英語の教育（teaching of English）と英語の学習（learning of English）は英語の修得（acquisition 

of English）では鏡像関係（mirror image relationship）にある」という考えが底流にある。
　本稿の Figure 1は，英語教育の対立的な二つの価値観（教養主義と実用主義）に含まれる代表的な概
念，考え方，及びその価値観から導出される動機づけと 4技能の相対的な関係，両価値観の交差・融合・
相互乗入れ可能な領域を示している。

Appendix 2 

　本稿執筆後，2月 20日（平成 27年）『朝日新聞』「私の視点」欄に「英語教育界改革　「使える人材」
育成に疑問」宮下　洋（東京都立高校教員）が掲載された。本稿の視点と極めて重なる主張がなされて
いるので，その部分を引用するので，是非参照されたい。
　「（前略）…英語教育に課題があるのは間違いない。だが我々が必要とするのは画一的ではない，厚み
と深みを持った政策と教育実践のはずだ。課題の一つは「コミュニケーション能力」の再定義だ。表面
的な「会話」にとどまってはならない。本来は，論理的思考や協働精神，異文化理解の態度など，多く
の要素が含まれる。言語面に限っても「読み書き」に対立するものではない。多層的な考え方だ。そこ
を誤らなければ，学校や生徒の状況に応じた，広がりのある教育実践が展開されるだろう。国は自治体
が使う「グローバル人材」という言葉は，英語の功利的利用を象徴している。教育の場で「人材」とい
う言葉を使うことに違和感が持たれなくなっている。（中略）…学校は「人間」を育てる場であるべき
なのだが。」（引用原文のママ）



39吉田　孝 :「教養主義的英語教育」と「実用主義的英語教育」の両立性（compatibility）と融合を求めて

KNOWING USING

（D）K stage U stage

SK stage⇆ PK stage ←→ AssU Stage⇆ AutU stage

（bidirectional）

Knowledge learning Cued practice Communieative practice

Compilation I Compilation II Compilation III

Interface

Learning Non-interface Acquisition

（Krashen）

Conscious Subconscious

（Sherwood Smith. Rutherford）

Presentation stage Controlled⇆ Practice⇆ Free

（Ellis）

Knowledge-getting Skill-getting　　　 Skill-using

（Rivers）

Analyzed　　　Automatic

（Bialystok）

Controlled　Automatic

（MacLaughlin）

USAGE USE

（Widdowson）

*Figure 1　Generalized System Model : Grammatical Knowledge and its Use
Key : ←→，⇆＝bidirectional，（D）K＝Declarative Knowledge，SK＝ Structural Knowl-
edge，PK＝Procedural Knowledge，U＝Using，AssU＝Associative Using，AutU＝Au-
tomatic Using


