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　英語の使用は４技能（聞き，話し，読み，書き）からなるにも拘わらず，日本の英語教育界では，
それを取り囲む社会一般とともに，聞き・話す技能（英会話）が過度に強調されている気がしてな
らない。英語学習者と教師も含め，私達が日本国内で，また，たまさか訪ずれる外国で，英会話を
実践しなければならない機会の有無とその程度を，昨今加熱気味の英会話ブームを念頭に置きつつ，
読み，書きの技能と対比しながら検証し，読み，書きの技能の教育的価値とその有用性も大切であ
ることを提案し，加えて，４技能の融合性についても触れる。
〔キーワード〕英語の４技能（聴く，話す，読む，書く） 4 skills in English（Listening, Speaking, 
　　　　　　　Reading, Writing）　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　English as a Foreign Language（EFL）ことばへの
　　　　　　　気づき　Meta-linguistic awareness.

１．英会話に対する日本人英語学習者の
　心理
　NHKで永年英会話番組を担当していた言語教育学
者比嘉正範氏の指摘：「日本人の英会話に対する極め
てユニークな心理を研究せずに我が国の英語教育を論
ずることは出来ない。」
　英会話ブームの到来にも拘わらず実際は英会話実践
の機会に飢えているとしか思えない平均的日本人の英
会話に対する例を，筆者が見聞きしたさほど稀有とは
言えぬエピソードを引きあいに出して紹介したい。
　その⒈　ある中学校での父兄を交えての英語の公開
参観・研究授業の日に展開された風景。当日の日本人
の先生の研究授業の教室には参観者ゼロ。アメリカ人，
イギリス人の先生（いわゆるAET（英語指導助手））
が授業を実施している教室はとりわけ，若い母親の参
観者で満杯。もっと驚いたのは，授業が終了するや，
それら若い母親達が一斉にAETを取り囲んで，授業
研究とは関係のない話で，「社交英会話コンテスト」
が繰り広げられた。子供達はあっけにとられて見てい
るだけ。英語を「話す」機会にめぐり会えた喜びが横
溢していたと感じたのは私だけだったであろうか。程
度の差こそあれ，これは日常的な風景と仄聞している。
　類似の光景が学会等でもみかけることがある。日本
語でやりとりのある発表会場は寥寥の聴衆であるのに
比して，外国人の英語発表の隣室は発表者の知名度に
関わりなくおしなべて満室。
　その⒉　ある中学校の修学旅行に行く生徒達に教
師が好んで与える課題：「修学旅行先でどのくらい外
人に英語で話しかけたか，帰ったら報告せよ」。さも

ありなん，日本の子供達に取り囲まれ‘What is your 
name?’‘Can you play baseball?’‘Do you know Mt. 
Fuji?’‘Do you like sushi?’などなど，旅行中に，なけ
なしの日本語を使ってみたいと楽しみにしている外国
人も多く居る筈なのに，そのようなことはおかまいな
しの初歩的英語による質問責め。英会話の機会を逃し
てなるものぞ，との思いが強過ぎるためなのか相手が
英語圏から来日しているのかどうかを最初に尋ねた
り，英語でことばをかけてもよいものかという質問か
ら始めるなどの基本的なエチケットは思いもよらな
い。（この点は，課題を与えた英語教師の配慮不足が
原因かも知れない。）下記は「朝日新聞」『声』欄（平
成27年２月14日）の投書「外国人は英語，とは限ら
ぬ」留学生　S. K. （神戸市長田区　21才）　「私は昨年
９月，トルコから留学してきました。最初のころ電車
の乗り方が分からなくて，駅では近くの日本人に，「す
みません。神戸行きの電車はどこですか」とよく聞き
ました。トルコの大学で日本語を勉強していたので，
ある程度の言葉は分かったのです。その人の苦しそ
うな表情を見て，私は「日本語でも大丈夫です」と言
いましたが，聞いてもらえません。結局，お礼を言っ
て駅員に聞いて分かりました。ふだんの生活でも似た
ようなことがあります。白人だから英語で話した方が
親切だという日本人の優しい気持ちは十分に分かりま
す。しかし，私の日本語の質問に対して英語で答えら
れると，せっかく日本語を勉強しているのにとガッカ
リします。日本の言葉で返して頂きたいのです。」（原
文のママ）The Japan Timesなど我が国で発行されて
いる英字新聞の投書欄 『Readers in Council』 にも，「日
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本人は何故外国人と見たら，すべて英語圏からと思う
のか，英会話の練習台に私達を安易に利用してしまう
のか」と，苦情，批判めいた主旨の意見がしばしば掲
載されている。

２．英会話教育とその実践の機会
　英語教育の動機付けとして2020年開催東京オリン
ピックがよく引き合いに出される。東京，大阪など主
要都市の観光地には外国人旅行者が増えるだろう。し
かしそれは局所的，一時的であり全国的，恒常的な現
象からは程遠く，それをもって日本が国際化したとは
言えず，我が国の英語教育のあり方全般を量的にも質
的にも変化させる程度のものでは決してなかろう。英
語教育を教育現場で毎日実践している英語教師の機会
はどうだろうか。一年で幾度英会話を使用しなければ
ならない機会があるのだろうか。彼らの生徒，学生達
は英語の教室を一歩離れれば，英語をしゃべる自然な
機会があるのだろうか。職員室や教室といった極めて
限定された場面で，英語指導助手の外国人教師と英語
で話すこと，必要に応じて，英語が出来ない同僚のた
めに通訳をしてやることは，日常的な英語使用とは言
えまい。英語を聴く機会はどうか。映画，TV, ビデオ
等は身近にある。しかし，そこでの英語は，とんでも
ないレベルの英語リスニング，プラスアルファの実力
者でないとちょっとしたジョークすらも聴解不可能で
ある。日本の学校の英語教育のレベルのリスニングで
は，とても無理である。（この問題に社会統計分析を
適用し，膨大なデータとその分析に基づいて「日本人
と英語」を論じた研究書が最近発刊された：寺沢拓敬
著『「日本人と英語」の社会学－なぜ英語教育論は誤
解だらけなのか－』2015．研究社）

３．ESLとEFLの違い
　第 二 言 語 と し て 英 語（English as a Second Lan-
guage） を使用する国であるインド，シンガポール，
香港等での英語の位置づけが日本と全く違うことは多
言を要しない。また，世界中の主な都市には必ずチャ
イナタウンがある中国，最近目覚ましい発展を見せて
拡張しつつあるコリアンタウンを世界中に持っている
韓国，これらの国の英語教育と我が国の英語教育を同
列に論ずることは出来ないのは明らかである。ちなみ
に，今ではサンフランシスコのジャパンタウン，ロス
アンゼルスのリトルトーキョーに，もはやひとつかみ
の日本人しか見当たらず，着物や浴衣をはおり，ねじ
り鉢巻を身に着けてはいるけれど，英語を話して客の
相手を努める韓国人が生活を営んでいるのが実態であ
る。つくづく，中国，韓国では小学校から英語教育を
実施せざるを得ないことが納得出来る。母国を「脱出」，
海外で永住，若しくは半生を送る人口が多い中国や韓
国と，数年の海外勤務の後，殆んどが帰国し，母国日

本で本社勤務に戻る家庭のいわゆる帰国子女が，日本
の英語教育を受ける英語学習者全体を占める比率はひ
と桁にも満たない。この点でも，中国，韓国に負けな
いように小学校から英語教育をなどと，日本を同列に
置いて論じることは非現実的である。英会話の機会を
求めて日本の学生達が英語圏に旅行する。帰国時，実
践の機会の有無をたずねると，買い物で１，２度のみ，
ツアーグループから離れると即座に戻るように注意を
される，現地のほとんどのお店の人たちがたくみな
日本語で対応してくれたので，英語を使う機会がほと
んど無かった，と。英語使用圏でホームステイの機会
に恵まれ, 日常的に英語を使用せざるをえない日本人
学生の数は極めて少数で例外的なケースと考えるのが
妥当であろう。NPOのプロジェクトで英語圏にボラ
ンティアのケースすら英語教育全体の比率から考えた
ら，これも英語使用機会として一般化出来ない。
　以上取り上げた事例は第二言語としての英語

（English as a Second Language=ESL）と外国語とし
ての英語（English as a Foreign Language=EFL）の
違いを十分に認識して，理解するべきであることを示
している。（吉田　孝. 2014a）

４. 「学習指導要領」及び同「解説」
　　－外国語編―
　（平成11年文科省）は英語4技能使用についてどのよ
うな記述がなされているのであろうか。
　下記は教科としての英語の中学校，高等学校それぞ
れの指導要領からの抜粋である：
　「中学校学習指導要領」　第２章　各教科　第９節　
外国語　第１目標　外国語を通じて，言語や文化に対
する理解を深め，積極的にコミュニケーションを図ろ
うとする態度の育成を図り，聞くことや話すことなど
の実践的コミュニケーション能力の基礎を養う。第２ 
各言語の目標及び内容等　英悟 １　目標　⑴英語を
聞くことに慣れ親しみ，初歩的な英語を聞いて話し手
の意向などを理解できるようにすること。⑵英語で話
すことに慣れ親しみ，初歩的な英語を用いて自分の考
えなどを話すことができるようにする。⑶英語を読む
ことに慣れ親しみ，初歩的な英語を読んで書き手の意
向などを理解できるようにする。⑷英語で書くことに
慣れ親しみ，初歩的な英語を用いて自分の考えなどを
書くことができるようにする。
　「高等学校学習指導要領」　第８節　外国語　第１ 
款　目標　外国語を理解し，外国語で表現する能力を
養い，外国語で積極的にコミュニケーションを図ろう
とする態度を育てるとともに，言語や文化に対する関
心を高め，国際理解を深める。第２款　各教科　第１
英悟 I 　１目標　話し手や書き手の意向などを理解
し，自分の考えなどを英語で表現する基礎的な能力を
養うとともに，積極的なコミュニケーションを図ろう
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とする態度を育てる。2 内容　⑴言語活動　言語を理
解し，英語で表現する能力を養うため，次の言語活動
を３年間通して行わせる。　ア　聞くこと　イ　話す
こと　ウ　読むこと　エ　書くこと 
　上記の指導要領における記述は，本論との関連にお
いて，次の点が明示的ではない。
　「中学校学習指導要領」第２章　各教科　第９節　
外国語　第１目標「… 外国語を通じて，言語や文化
に対する理解を深め，…」及び「高等学校学習指導要
領」第８節　外国語　第１款　目標「…, 言語や文化
に対する関心を高め，…」に共通して，（英語）言語
を通じて（英語）文化の理解を目標としている。この
記述の意味するところは，厳密には曖昧である。いわ
ゆる一般意味論でpseudo-hypothesisと称されている
サピア・ワーフ仮説（Sapir-Whorf Hypothesis）が主
張する各言語の語彙，文法の意味造にはその言語を使
用する国民の認知・発想法・価値観，すなわち「文化」
が忠実に反映されている，と言った場合の文化か，そ
れとも，その国の社会制度，文学等の次元の文化を指
すのか，おそらく両様の文化を含意しているのであろ
う。問題は，これらの文化・価値観が指導要領中学（１ 
目標）と高等学校（第１款　目標）で共通して標榜さ
れている４技能（聞くこと，話すこと，読むこと，書
くこと）とどのように教科教育方法論上有機的に結び
つくかである。聞き，話すという単純な英会話実践の
機会を教室内で与えてみたかとて，いわゆる英語に対
する言語的気づき（meta-linguistic awareness）を育
て，学習者に英語ということばについてことばする知
識（declarative knowledge）を与えることが果たし
て出来るのであろうか。「指導要領」で提案している
英語に体現されている英語国の文化を認識し，身につ
けさせるこという大きな目標の達成が可能なのか，疑
問である。

５．英語を書く機会
　英語を書く実践の重要さをもっと認識をする必要が
ある。文字チャンネルのメールで世界の人たちと対話 

（global communication） が出来る。　英文メールに
よる世界とのつながり，その広がりは無限である。英
作文の利用・実践の機会は英会話とは比べものになら
ないほど大きく「指導要領」，その「解説」でもそれ
なりの言及がなされているのにも拘わらず，英語教育
の現場でも授業（時間割，カリキュラム）の上で相応
の取り上げかたをされていない。英語の授業で英語を
書くことの実践（例，英字新聞発行，英語日記作成の
習慣化）をしている中学，高校があるがその数は多く
はない。
　この際，英作文と英会話をそれぞれ文字（visual）
と音声（audible）の経路（チャンネル）の点からそ
の相違点を整理してみたい。（Lawrence. 1977, 吉田.  

1983）
　⑴　メリットの違い
　英作文としての書き言葉：
大きなメリット：眼の前にメッセージの受取り人であ
る読み手が不在なので送り手である書き手はおのずと
読み手に誤解を与えないよう吟味しながら綴らざるを
得ないので伝えたい内容は，英語の文章とともに練ら
れる。そのため，一定の深みのある内容と複雑度を保
つことが出来，メッセージの書き手と読み手の「知的」
レベルに相応のスタイルとなる。加えて，書かれた内
容が文字として残るという記録的価値もある。
　英会話としての話し言葉：
音声イメージ（acoustic image） は短期記憶にしか残
らず，ほぼ即座に消滅するが，聞き手が話し手の眼前
に存在するので，聞き返しなど相手とのやりとり，相
互作用（interaction）というダイミックな話題の展開
が可能という語用論（pragmatics）上のメリットがあ
る。書き言葉ではそれは場面上出来ない。
　⑵　英作文と英会話の使用機会の違い
　前述した通り英語会話の機会はEFL の英語の国で
ある日本では英語の教室を離れれば実践の機会は皆無
が実情。一方，英作文は，そのような制約からは自由
である。ペンやPCがあればいつでもどこででも英語
は書け，読み手に送付することが出来る。また，大学
レベルの，いわゆる理系科の分野では英語で論文を書
くのが常識となっている。
　英語ライティング指導の重要性を認識し，音声のみ
ならず，文字による国際的コミュニケーションにつな
がる英語の授業展開を期待したい。メールによる国際
コミュニケーションの限りない広がり，クラス，或い
は学校単位のペンパルフレンド作りのプロジェクト，
英字新聞の発行等々，その実践の教育効果の豊かさは
多言を要しない。

６. 元来が読まれるためのスタイル〈書
　き言葉〉の英語を読む機会
　リーディングを主とする英語の授業の中でいわゆる
教養主義英語教育論が主張する価値，具体的には日・
英文化対照論的価値は大きい。例えば，リーディン
グ教材から翻訳された日本語と元の英文が対比させ
られたときに明らかになる日・英語の構造上の相
違（syntactic difference）， 英 語 の 語 彙 に よ る 現 実
世界の切り取り方と日本語の語彙の切り取り方との
違 い（lexico-semantic difference） （ 前 述Sapir-Whorf 
Hypothesis），更に，語用論（pragmatics）上の違い
に対する気づき（meta-linguistic awareness） は正に
この機会に発揮されるであろう。他にも読む機会が与
える利点として忘れてならないことは，リーディン
グが持つ他３技能への学習転移（learning transfer）
の大きさ（綾部. 1984），学習ストラテジー（learning 
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strategy）としての文法習得の機会を学習者に与える
ための英文和訳のメリットである。（吉田. 2013）

７．４技能の融合性
　吉田は別稿で，聞き・話す機会をあえて「実技教科」
とし，読む・書く機会を「教養教科」として，両機会
を対立・非接触（non-interface） 的に考えず，両機会
の両立・交差・融合（compatibility）の可能性を論じ
た。『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』福島大学人間発達文化学類論集第21号を参照され
たい。いわば実用主義英語教育（utilitarianism）と教
養主義英語教育（non-utilitarianism）の相互乗り入れ
の枠組み（デザイン）の探求である。
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付記：本稿執筆の終了後，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
れた。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。国や自治体が使う「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
とに違和感を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）


