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日本における（超）早期英語教育の是非：

英語学習の「入ロ」と「出ロ｣、そして「中間」を考える

東矢光代

０．はじめに

文部科学省の「戦略的英語能力養成」の指針を受け、オーラルを中心とした

コミュニケーション能力重視のカリキュラム推進に続き、小学校での総合学習

時間枠内の「英語教育」の容認と、日本の英語教育を取り巻く環境は大きな転

換期を迎えている。それは取りも直さず、今までの英語教育の成果が芳しくな

いという評価の裏返しだと言える。世界共通語としての英語の重要性が認識さ

れ、メディアの発達、ビジネスその他で外国人と接する機会の増加により、

｢聞けない・話せない日本人」に対する自己批判、そして学校英語教育の効率

を疑問視する声が高まったのである．

本稿では日本の一般的な言語環境（すなわち日本語の母国語話者である両親

を持ち、生活環境で日本語以外の言語を特に必要としない）の中で、「子ども

にいつ、どのように英語を始めさせるべきか」という命題について考察したい。

公教育を中心とした日本での英語教育には当然、英語学習の始まりの時期すな

わち「入口」と、終わりの時期すなわち「出口」がある。出口は、少子化に伴

ない今後益々大衆化する大学卒業時と考えたい。一方出口に比べ「入口」は、

各学校の裁量に任された小学校レベルであったり、あるいは親の意向でそれ以

前の塾や自宅でのインプットであったり、かなりのばらつきがあると思われる。

特に昨今では臨界期仮説に後押しされるように、「超早期英語教育」つまり小

学校入学以前からの英語学習向けの教材や教室も、多数目に付くようになった。

親として子どもが後々英語で苦労しないように、と願う気持ちは十分理解で

きる。しかし「早く始める」ことが必ずしも「出口」に容易く、他人より早く
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たどり着く結果につながるわけではない。むしろ外国語であってもことばの発

達として捉え、母国語の発達を考慮に入れつつ長いスパンで取り組む必要があ

ることを、本稿を通じて明らかにしたいと思う。

1．日本人の目指す英語力とは

本稿の議論の焦点は早期英語教育すなわち英語学習の「入口」であるが、論

点をわかりやすくするため、まずは「出1-1」すなわち学校教育を終えた時点で

日本人が、どのような英語力を身につけていることが望ましいかについて述べ

る。

一昔前までの英語学習の最終目標は、北米やヨーロッパ、オーストラリアな

ど、いわゆる英語圏の（白人）母国語話者のようになることだ、という感があっ

た。しかし国際語としての英語の地位が高まるにつれ、ネイティヴ神話は徐々

にだが薄れつつある。その代わり登場したのが「英語としての基礎はあくまで

確実に作り上げたうえで、自分らしい英語をつかいこなす（大津・鳥飼，２００２：

42)」能力の獲得を目指すという考え方である（井上，2002も参照｡）つまりア

メリカ人やイギリス人のような英語である必要は無く、「日本人らしい英語」

で構わない。ただし世界中に存在する、英語を使う人たちとコミュニケーショ

ンの取れる最低限の発音や、文法、語彙、語用、文化の理解などを基盤として

持っていることが条件である。

狸得すべき具体的な能力レベルを考える上で有効なのはＣｕｍｍｉｎｓ（1979）

の提唱による「基本的対人伝達能力（BasiclnterpersonalCommunicative

Skills，BICS)」と「認知・学習言語能力（Cognitive／AcademicLanguage

Proficiency1CALP）の区別であろう。平たく言えばＢICSは周囲の人間との

やりとりを指し、状況から意味をつかみやすい言語を扱う能力だといえる。そ

れに対しＣＡＬＰは特に（母国語，Ｌ１では）小学校入学後、読み書きも含め、

言語で情報を理解し複雑な概念などを認知・学習していく能力を指す。ＣＡＬＰ

の特徴としてはまた、状況的意味のヒントが少ないことが挙げられる。開始の

年齢と習得のスピードの差こそあれ、バイリンガリズム研究ではＬｌでもＬ２
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でも、理論上ＢＩＣＳがＣＡＬＰに先行し、ＣＡＬＰの方が発達が緩やかである。

母語と第２言語の習得開始年齢がずれている場合は、ＬｌのＢＩＣＳとＬ２の

BICS、そしてＬ１のＣＡＬＰとＬ２のＣＡＬＰの発達に差が生じることがわかっ

ている（山本．1996参照)。

この区別を利用して、日本人としてのぞましい到達目標および学習内容とし

ては、中学校卒業時点までに英語のＢＩＣＳを一通りマスターする。大卒では英

語圏で機能できるＣＡＬＰを目指す、というのが妥当な線であろう。ただしこ

れは今まで一般的に考えられ、教科書や英検などに反映されてきた到達目標と

何ら変化がないように感じられる。たとえば今でも中学校での学習内容は（音

声による）会話・コミュニケーション中心で、ＢICSを意識しており、一方で

大学レベルとされる英検準1級の内容を見れば、その語奨・文構造・意味内容

において、成人として英語で機能できるだけのレベルを目指している。

２学校英語教育の起死回生を目指して

学校英語教育の「出口」において目標とするレベルに問題がないとすれば、

なぜ日本の英語教育は「うまくいっていない」という評価を受けるのだろうか。

問題は出口において、目標としたレベルに達する確率が低いからではないだろ

うか。ではこの目標レベルの設定は高すぎるのだろうか、つまり与えられた時

間で目標を達成するにはあまりにも無理があるのだろうか。それとも「入口」

の時期や方法が間違っているのだろうか。あるいは入口から出口までのプロセ

スに問題があるのだろうか。

目標レベルの設定については、変えるべきだとは言いがたい。時代の、社会

の情勢が、このレベルの英語能力を持つ人材の増加を要請しているのである。

では中学校あるいは高校での英語の時間数をもっと増やすことはできるのか。

それも現行のカリキュラム制度では、他の教科とのバランスもあり、一足飛び

に授業数の増加は期待できない。また大学進学希望者は学校教育に上乗せして、

私塾などで出来る限りの英語時間数を確保しているはずなのに、やはり効果は

芳しくない。
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そこで登場するのが「臨界期仮説」である。レネバーグを始めとする言語習

得の臨界期説は、母語の痩得に不可逆的な支障を来たした野生児や不幸なジニー

のケースなどを根拠として、根強いものがある。また最近では脳の機能研究の

成果において、いわゆる臨界期以前に外国語を猫得すると、脳内での情報処理

が母語に左右されないスムーズなものになるという知見もある（澤口，2000)。

この仮説に後押しされる形で、学校英語教育の起死回生策として、英語学習の

入口を早める、つまり小学校への英語導入を認める策が取られたと考えられる。

3．小学校での英語教育：文部科学省の方針と各学校現場での取り組み

2002年度より施行の新学習指導要領では「総合の時間」の中で「国際理解教

育」の一環として英語を取り入れることができるようになり、小学校の公教育

での英語教育を、現場の裁量に委ねながらも「許可」した恰好となった。全国

一律のカリキュラムや活動を前提としてきた今までの公教育から一転、強制力

を持つ具体的な指針や実現案のないままのいわゆる「小学校への英語導入」に

いたった経緯には、「語学学習は年齢要素に大きく左右される」とする臨界期

仮説をもって小学校での英語教育を推進する立場と、学習の開始年齢の引き下

げよりも中.高の英語教育の見直しを主張する立場と、そして現実問題として、

小学校全てに英語のカリキュラムを整備するだけの予算と人材確保の難しさの

せめぎ合いがあったのではなかろうか。

その結果現場では何が起こったか。2002年６月にＮＨＫで放送された早期英

語教育に関するシンポジウムの中で、小学校レベルでの取り組みの典型例が紹

介された。まず、英語を教えた経験がほとんどない現場の先生が、自分も必死

で英語力をつける勉強をしつつ、教材の開発や指導法の検討を重ねながら教え

ている様子が映された。一方で自治体によっては、小学校への外国人教師の派

遣・教材の選定・指導法まで、民間の英会話学校に丸抱えで委託しているケー

スも紹介された。また日本国内での本格的なイマージョン教育を行なっている、

数少ない事例として有名な、加藤学園の映像も紹介された。

他にも筆者の知る実践例として前田らによる、熊本大学教育学部付属小学校
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での、インターネットを通じた英語圏の学校とのビデオレターの交換、遠隔通

信を利用した英語ゲームの同時進行など、情報と英語教育を組み合わせた教育

研究の取り組みも挙げられる（東矢，2001)。

こうして見ると試行錯誤ながら、小学校現場でも英語教育の導入が順調に進

んでいる印象を受けがちだが、現実は決してバラ色ではない。外国語教育メディ

ア学会（LET）の全国大会（2002年８月）におけるシンポジウムでは、小学

校における早期英語教育の是非の議論から、「英語のすばらしい授業の影に、

その準備で国語や算数など他の科目の準備に費やす時間が圧迫されているとい

う現場の声がある」などの報告も飛び出した。筆者が個人的に聞いた沖縄のあ

る小学校のケースでは、「十分な準備をできるほどのスタッフも予算も与えら

れないし、多少付けられた予算についても、すぐに結果を出さないと打ち切ら

れてしまう｡」という教える立場の当事者の意見を得た。そして、「学力低下の

問題に絡んで、国語と算数は基礎学力テストの一斉導入が決まっている。むし

ろ英語に目をつぶる可能性のほうが高い」という回答に、この問題の取り扱い

の難しさを改めて実感した。

４．小学校英語教育の期待される効果および問題点

小学校での英語教育の是非について、「非」と唱える識者らの一番の理由は、

このような実践の格差である。大津は「『早く始めるほどよい』という幻想」

と題した章の中で、小学校への英語教育導入がもたらす問題点として①中学校

入学以前にゆがめられて身についた英語の知識や技能を修正し、学びなおすこ

との難しさと②｢英語優越主義」を身に付けてしまう危険性を挙げている鯉。①

では、小学校現場での導入が学校の裁量に任せられており、英語力にも教える

ことにも不安を持った、いわば適切とは言えない人材による指導が行なわれる

可能性が、極めて高いことを問題視している。また②では、ユネスコ憲章前文

にある「国際理解教育」の目的と、英語でゲームをするような「英会話教育」

とは、程遠いことを指摘している（大津・鳥飼，2002)。井上（2002）も小学

校での英語教育の是非について、①の理由により難色を示している。
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小学校から英語を学んだ学習者層の最終的能力の獲得という点では、中学校

から学習を開始した厨に比べ、明らかに有利あるいは伸びるという調査結果は

ない。松川（1997）は、研究開発校であった生津小学校で５年次と６年次の２

年間、週２時間の英語授業を受けた生徒と、そのような英語教育を受けてきて

いない他の小学校出身者が混在する英語の授業を、１年次1学期末（７月）に

見学した結果、どの生徒が生津小出身者かわからないほど両者の差がなくなっ

ていたことを驚きをもって報告している。ただし、追跡調査として１年次の２

学期末に実施された「英語に関する興味・関心」のアンケート調査では、生津

小出身者の回答に「否定的な反応や消極的な答えが目立って少ないのが、大き

な特徴（p､110)」と報告されている。また、同岐阜大学松川研究室の調査

によるスピーキングテストの結果では特に、難しいまたはより複雑な櫛文、あ

るいは未知の単語を含む質問に対する反応の速さ、答える内容の適切さにおい

て、生津小出身者は他の公立小学校出身者より優れている傾向が指摘された。

日本児童英語教育学会（JASTEC）のプロジェクトチームによる「小学校

時代に英語を学習した生徒としなかった生徒の比較研究」の調査では、小学校

時代英語学習の経験を持つ中・高・大学生が持たない被験者層に比べ、①積極

的に英語を学ぼうとする意欲が強い、②英米はもちろんそれ以外の外国文化へ

の興味・関心が高い、③自国（日本）文化への興味がより高く、それを外国へ

紹介することの重要性をより認識している、などの結果が報告されている。同

チームは他にも、小学校時代の英語学習の有無の差が中・高レベルでの英語力

の差につながるのか、さらに学習開始年齢を低学年と高学年に分けた到達能力

の比較・研究を行なっている。その結果小学校、特に低学年からの高い効果が

明らかに認められるのは発音に関してのみであり、のべ50時間の学習と120時

間の学習段階で開始年齢による効果を比較すると、高学年の方が低学年に比べ

短期間で学習効果を挙げていることがわかる。ただし６．７歳で120時間の段

階に達した児童は、８．９歳や１０．１１歳から始めて120時間あるいは50時間を

費やした児童に比べ発音面で大変秀でていることも明らかになった（以上、樋

口ほか，1997による)。しかし、これに対し大津は、これら一連の研究が私立

学校あるいは私塾に通う中・高生を対象に行なわれたことを指摘し、結果がど
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の程度公立での早期英語教育に当てはまるかを疑問視している（大津・鳥飼，

2002)。

５．小学校以前：超早期英語教育

澤口（2000）は幼少時から多言語に接触し、どの言語も母語話者並みの流暢

さで話すことが出来る「初期マルチリンガル」と、１つの言語を母語とし時間

差を持って多言語を習得した「後期マルチリンガル」の脳レベルでの言語処理

を比較して、後期マルチリンガルでは母語以外の言語処理が母語を処理する言

語野を介して行なわれると述べている。このような事実の発見は、子どもを語

学の天才と見なし、我が子には「手遅れにならないうちに」「苦労なしに」英

語を身に付けさせたいと願う親の行動に拍車をかけるだろう。昨今巷で目に付

く、超早期英語教育用の教材や幼児向けの英語教室、英語を園のＰＲに利用す

る保育園・幼稚園の増加などはすべて、このような親のニーズに対応している

と考えられる。テレビでもＮＨＫで、就学前のこどもを対象とした英語番組が、

週末を除いて毎日放送されており、他のこども番組の日本語での放送に混じっ

て乳幼児が英語番組を目にする機会は極めて高いと言える。苦労なく無意識に

習得する母国語と同じように、外国語である英語を生まれてすぐから聞いて獲

得させようという期待は、いわゆる臨界期以後の外国語習得の成功率の低さと

相まって、教育熱心な親たちの早期英語教育を加熱している感がある。

しかしここでもう一度問い直したい。母国語である日本語さえも発達のもっ

とも初期段階にある時期に、英語のインプットしかも多くの場合（視）聴覚

機器による音源あるいは他人である英語話者によるインプットを与えることの

効果は一体何であるのか。またインプット量の程度の差こそあれ、英語に接し

ている時間は、乳幼児の生活のどこかを削って組み込まれる。その削られた部

分で失われるものとは、どんなものだろうか。
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６．母語の獲得と超早期英語教育

ことばの発達はコミュニケーションを前提としている。母語においては、胎

内にいるときから認識している母親の声による呼びかけ、誕生後赤ん坊を囲む

家族の存在が、ことばの発達のもっとも重要な基礎を作る。正高（1993）は赤

ちゃんがおとなの話し掛けることばのメロディーによってメッセージを読み取

ることを発見した。また実験により、こどもが積極的に母親語を養育者から引

き出す発声を行なうこともわかっている。赤ちゃんは人間の大人の顔にもっと

も反応することが知られており、それをまとめて門脇（1999）は、新生児の社

会力が、子どもではなく大人との相互行為、はたらきかけによって形成される

としている。すなわちこどもは、自分のことばを受け止め、それを返してくれ

る存在であるおとなを求め、赤ちゃんのときからすでに、おとなに対して能動

的な働きかけを行ないながら、模倣を通して言語を発達させる。それは我々が

一般に考える「持つ者から持たざる者への一方向的な知識の教授」という形の

学習とは一線を画す。

バイリンガル研究のコード・ミキシングやコード．スイッチングの例からも

わかるように、小さなこどもには「これは英語」「これは日本語」という言語

体系の区別認識はない。むしろ人によって使い分ける。両親が各々異なる言語

を母国語とする同時バイリンガルが育ちやすい環境で、こどもが、話す相手が

どちらの親であるかによって言語を使い分けることはよく知られている。言語

発達の初期段階では、インプットが将来その子どもの母語となりうる言語であ

ろうが、外国語となりうる言語であろうが、とにかく言語という「音」を通じ

た養育者とのやりとりが、もっとも重要だと言える。

ビデオやＣＤ、パソコンによる、双方向性の無い英語のインプットを多く与

えるよりも、まず心掛けることは養育者が、母国語である日本語により充分な

コミュニケーションをとることではないだろうか。母語能力の程度はあとあと

外国語の習得度に影響を及ぼす。佐藤（2000）は一連の（超）早期教育につい

て、低年齢で始めた親子ほどあきらめてしまうのも早い傾向を指摘する。母語

でほんの少しのことしかできない年齢では、それ以上に英語が発達することは
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ありえないことを肝に銘じるべきである。

7．バイリンガル教育の成果から学ぶこと

「バイリンガル」というと一般には２つの言語を自由自在に操る同時バイリン

ガルを思い浮かべやすい。しかし２つの言語を程度の差こそあれ操るという点

から言えば、「日本で英語を学んで母国語が日本語、英語も少々」でもバイリ

ンガルの－種と捉えることが出来る。実際Skutnabb-Kangusの定義によると

好ましいバイリンガルの形態とは、「アディティヴ・バイリンガル（addtitive

bilingual)」すなわちルーツである母語がしっかり育った上で、プラスαであ

るもう一つの言語が伸びていく状態を表している（中島，1998,ｐ､55)。日本

の環境は普通に生活していれば、母語である日本語のルーツを確立するのに適

しているから、あとはもう一つの言語である英語をどのように伸ばしていくか

が問題となる。

中島（1998）は、小野（1994）に代表される、「日本語と英語のバイリンガ

ルが育ちにくい理由を言語間距離に求める考え」に異を唱え、Cumminsの

｢２言語共有説」と「２言語相互依存の原則」およびLandry＆Allardによる

｢巨視的バイリンガル育成モデル」と「カウンター・バランス説」を紹介して

いる。

Ｃｕｍｍｉｎｓの「２言語共有説」と「２言語相互依存の原則」はまとめると、

２つの言語が獲得された場合、言語に関わらず共有される深層面が存在するこ

と、しかもこの深層面は特に、場面からの意味内容の推測が難しく、高度の認

知力に関係する言語能力がひとつの言語で習得されれば、別の言語に転移可能

であることを示唆している。Landry＆Allardの「巨視的バイリンガル育成

モデル」は、社会・生活環境でのＬ１とＬ２の力関係、それぞれの言語接触の

機会の質と量、年齢やそれぞれの言語に対する心的態度などの学習者要因、実

際の言語使用の可能性などの評価を通じて、アディティヴ・バイリンガルの育

成を法則化するための試みであると言える。「カウンター・バランス説」はこ

のモデルを利用して、Ｌ１とＬ２の力関係をバランスのよいものにする、すな
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わちどちらかが弱い場合はその言語環境を強めてやる、それによってバイリン

ガルが育成されるとするものである。

Ｃｕｍｍｉｎｓの理論は、最低１つの言語で認知・学習言語能力（Cognitive／

AcademicLanguageProficiency，ＣＡＬP）を十分発達させておくことの重要

性、そしてＬｌとＬ２の言語環境が逆転でもしない限り、Ｌ2能力がＬ１能力を

超える可能性は無いことを示している。Landry＆Allardによるモデルも理

論的には納得が行くものだが、日本の英語教育においてそれほど実践的とは思

えない。カウンター・バランス説により言語環境におけるＬｌとＬ２の力関係

を禍整することは、一般的な日本の家庭や教育・社会環境では現在のところ不

可能に近いからである。

公教育によって日本人をアディティヴ・バイリンガルに育てようとするなら、

まず日本語の発達を無視しないようにすることが第１の条件となるだろう。大

津・鳥飼（2002）の述べるように、高度な認知レベルまで英語で機能できる日

本人が必ずしも初期マルチリンガルと同じ脳を持つ必要は無いし、井上

(2002）の指滴のように「ペラペラ」しゃべれないといけないというわけでは

決して無い。むしろ日本での言語環境を考えた場合、ほとんどの子どもは最終

的に後期マルチリンガルの脳を持つ可能性のほうが高い。だとすれば、まず日

本語でのBICSおよびそれに支えられたＣＡＬＰの穫得は大切であると言えよう.

８．母語の発達・育成は保障されているか

近年「学力低下」が言われて久しい。外国語である英語の学習を語る前に、

母国語である日本語の習得に不安を覚えることも少なくない。特にメディアの

発達による環境の急激な変化が、人間との関わりで発達すべき言語習得の初期

段階の効果を危うくしている感がある。ハーリー（1992）はセサミストリート

などの子ども向けの教育番組ですら、幼児の右脳を過剰に刺激し、言語脳であ

る左脳の発達の妨げになると警告している。また近年のコンピュータの普及に

伴なう教育的利用に関しても、脳への影響から再検討している（ハーリー，

1999；他にアームストロング＆ケースメント，2000も参照)。日本でもことば
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が遅い、あるいは出てこないという理由でカウンセリングを受ける子どもの特

徴として、テレビやビデオの視聴時間が長く、このような環境にさらされた幼

児が「自閉症児化」することを、岩佐（1997）が報告している（上條，２００１；

袰岩，2001も参照)。

さらに最近になって、視聴覚メディアの悪影響が、脳研究の分野でデータに

よって裏付けられた。コンピュータゲームをしているときの脳の活動を脳波で

調査した森（2002）は、ゲーム時の若者の脳波が痴呆症患者のものと酷似して

いることを明らかにした。さらに、幼少時から多くの時間をゲームに費やした

場合にはこの痴呆症状に似た脳の状態が、ゲームを行なっていない時間帯でも

正常に戻らないことを発見し、その状態を「ゲーム脳」と呼んだ。これに似た

結果は川島（2001,2002）にも見られ、シミュレーションゲームをやっている

ときの人間の脳活動が、単純な計算や音読を行なっているときの活動に比べ、

低いことがわかっている。

エルカインド（2002）は現代社会で、こどもが必要以上に「早くおとなにな

る、自立する」ことを求められていることを指摘する。社会情勢やライフスタ

イルの変化、それに個人の幸福追求を優先しながらも経済的・心理的に先の見

えない不安定な状況に置かれる養育者は、「早く手がかからなくなって（自分

が）自由になりたい」あるいは「こどもの成功が、親である自分への高い評価

につながる」という思惑を抱いて子どもに接しがちである。このような状況で

は、子ども時代とはおとなになって成功するための蠣備期間でしかなく、子ど

もであることを純粋に楽しむゆとりなど無い。言い換えれば現代のおとなは、

子どもが「子ども時代」を自由に生きることを許さなくなってしまっている

(佐藤，2000も参照)。

門脇（1999）や高橘（2002）は、近年の、過去に例の無いほどの日本社会の

構造と生活スタイルの急速な変化を指摘し、「人のいないコンクリートの原風

景」を持ち、人との交わりや学びを拒絶（佐藤，2000）する子どもたちの増加

を指摘する（三沢，1998も参照)。また学校教育における「競争原理」や「偏

差値」が、難しい課題に挑戦しようとする子どもたちの意欲を減退させ、また

友達を数字でしか評価しない態度を助長するという（波多野・稲垣，1981)。
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本来子どもは、全身の感覚を稼動させた実体験、そして遊びを通して能動的・

主体的に学んでいく存在であるはずである。同時にそこには、はたらきかけを

受け、言語であれ非言語であれ適切な反応を返してやる、おとなの存在が必要

である。しかしおとなが､、子どもと時間や体験を共有する機会を減らし、代わ

りに機械をあてがうようになってきていないか。正高（1995）の観察した母親

語を使えない若者の姿、鯨岡（2002）の指摘するく育てる者＞への脱皮の難し

さ、それに美馬（1998）に報告された「自分の言葉を無批判に聞いてくれる人」

を渇望する子ども達の姿を思うと、日本の子どもの「ことば」の行く末に不安

を禁じえない。

9．（幼）・小・中・高・大の効果的な連携とは

大半の日本人が日本語の処理に立脚して英語を処理するとしても、英語に特

化した脳のネットワークを櫛築しなければならないのも事実である。その構築

のために、いつどのような「入口」から入り、「出口」までに何をすべきなの

か。重要なのは母国語である日本語および外国語である英語の言語・文化特性

を配慮しつつ、その習得・発達について「小学校（あるいはそれ以前）から大

学にかけて」という長期スパンに立った見通しで臨む姿勢であり、各年齢レベ

ルでの具体的学習目標・活動内容の設定と効果の包括的検討である。このよう

な視点に立って英語教育における（幼）・小・中・高・大の連携を考えてみた

い。

まず、小学校卒業までの英語教育の流れについて伊藤克敏は、脳性理学と発

達心理学の視点から、以下のようにまとめている：

４，５歳から小学校低学年までは…大脳皮質［の運動野、感覚野、視覚野、

聴覚野]、また右脳を十分活用して感覚運動的な要素を指導に取り入れ、十分

なインプットを与えることによって主に理解力をつける。小学校中・高学年で

は［産出能力を司る、大脳皮質のブローカ野］および左脳を使って、読み聞か

せややさしい読物を与えて、文のしくみや文章に慣れさせ、分析的（メタ言語）
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能力を高め、音声や文字による産出練習を多くする。

（樋口ほか，1997,ｐｌＯｑ文中［］内は筆者による補足）

また小学校以前の英語学習について、外国語の音声に遊びの中で慣れさせる

年齢を「母国語の基礎が固まる」４，５歳あるいは６歳とし、文字の導入を小

学校中・高学年としている。

これに対し鳥飼は、むしろ英語導入期である中学校の役割を重視し、基礎作

りとして毎日1時間の週５時間を英語の学習に充てることを提言している。音

声面を中心に、異文化コミュニケーションの実体験を持つ日本人教師による、

読み・書き・聞き・話すの4技能の総合的教授の有効性を述べている（大津・

鳥飼，2002)。ここで興味深いのは、鳥飼が中学校時期を「認知能力も十分に

発達し、記憶力抜群で吸収力に優れている（ｐ４３)」年代と呼んでいることで

ある。この認知能力の発達は言うまでもなく、母国語である日本語によって培

われる。さらに井上（2002）は、学習を始める年齢すなわち時期ではなく、効

果的な学習の方法・段階を踏んでいないことを問題視している。

先述のＬＥＴ全国大会のシンポジウムの席では、フロアの現場教師から「何

年生でどんなリスニングをやって、その次の学年ではどんなものをやればよい、

などの指針が欲しい」「小学校でコミュニケーション重視の英語教育を行なっ

ているが、高学年になると単純な遊びをやりたがらなくなるが、どうすればよ

いか」などの声が飛び出した。小・中・高・大の効果的な連携は母語での年齢、

発達段階に沿ったものでしかもＢＩＣＳからＣＡＬＰへの移行、「聞く・話す」か

ら「読む・書く」の移行をスムーズに行なうようにしなくてはならない。それ

ぞれの移行を学習開始後何年で、何歳の時点で行なうか、これから調査・検証

していく必要がある。その上で合衆国におけるＴ書く能力」の育成、すなわち

小・中・高・大での連携を前提とした作文教育（入部，1996）などは、大いに

参考になるはずである。
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10．バランスの取れた、真に効率のよい英語教育のために

英語学習においてＢICSを基盤としたＣＡＬＰを目指すのであれば、「聞く」

｢話す」だけではなく「読む」「書く」まで含めた４技能のバランスが取れてい

る必要がある。（オーラル）コミュニケーション重視の最近のカリキュラムに

は、今まで強調されてこなかった「聞く」「話す」の学習・訓練をより重視し、

バランスの偏りを修正する意味が込められていたと言える。しかし結果的には、

鳥飼（2002）の指摘のように日本人のＴＯＥＦＬの点数は以前よりさらに低迷す

るようになった。問題はリスニングがそれほど伸びず、文法力が下がったとい

う点であるが、まず文法に関して言えば、その理解・習得には認知能力が大き

く関係する。文法の理解には母国語との比較ができるだけのメタ言語能力の発

達・獲得が前提であるし、多くの場合説明そのものは日本語である。昨今の日

本語力の学力低下の問題を考慮すると、母国語に支えられたこのような認知能

力の発達が、以前より低下している可能性は十分ある。

一方でリスニング・スピーキング重視の活動は、英語を英語としてとらえ、

特に初期段階のＢＩＣＳの間はチャンク・ラーニング（文やフレーズを分析せず、

そのまま覚えて使う）を中心とする。サンダース（1998）の指摘のように、文

法は文字にして分析して初めて意味をなす。逆に言えば音声による日常会話だ

けのときは、多少文法から外れていても通じることが多い。文法知識の教授時

間の減少は当然文法能力の低下につながるだろうし、リスニング活動は文法能

力にあまりつながっていかない。さらに文法能力の低下はリーディング能力の

向上低下につながった恐れもある。

ではリスニングに費やされた時間は、リスニング能力の向上につながらなかっ

たのだろうか。

日本語は「目で見る言語」であり、日本人は耳から聞いて覚えるのが下手だ

と菊澤（1998）は指摘する。外国語を学ぶとき、書いてもらったり、聞いたも

のを書き留めたりしなければ納得しない。またサンダース（1998）によれば、

文字文化を持つ言語と持たない文化では思考形態に違いが見られ、一度文字を

知ってしまった者は、知らなかった頃のことは思い出せないという。これらの
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指摘を受け入れるならば、音だけで効果的に学んでいくには、母語である日本

語でもまだ文字を知らない年齢であることが理想的である。もしそれ以降であ

れば、音声のみでの学習にはかなりの無理を強いられる可能性がある。効果的

な学習のためには、文字と結びつけるなど何らかの工夫と指針が必要になって

くるだろう。例えば土屋（1998）や深田（2002）は寺子屋の伝統以来の「音読」

の効果を紹介している（川島，2001,2002も参照)。

最近の英語教育の主流は、母語である日本語に直さず直読（聴）直解を心が

けること、英語によるインプットを最大限確保することであり、日本語の介在

はむしろ悪として見なされる傾向がある。しかし環境からのインプットの絶対

量が不足している日本の英語教育で、母語のメリットを使わない手はない（例

えば豊野，2001)。

「ゆとり教育」は算数や国語などの学力低下につながるとして、多くの反対

意見があるが、英語にもその波は密かにしかし着実に押し寄せている。まず発

音記号が消え、品詞や５文型の導入が高校へ持ち越され、筆記体を教えなくなっ

た。小学校でもローマ字を教えないところが出てきているという。その代わり、

英語のインプットを増やしていると主張したいのだろうが、ただインプットに

潰け込んで（immerse）英語力を伸ばすには、あまりに絶対量不足である。ロー

マ字は日本語読みの弊害から毛嫌いされるのだろうが、少なくともaのつづり

を「ウ」と発音するような当てずつぽうは避けられる。また会話と言えども、

５文型を意識せずに学習が進んでいけば、より長く複雑な文を作ることは困難

になるだろう。

古家（1995）はリスニング能力の向上に、英語の音変化の知識が大きく貢献

するという研究結果を発表している。最近では日本語の低周波言語処理に特化

した脳を、高周波音声まで含む英語を聞き取れるように訓練し直す装置（｢マ

ジック・リスニング｣，アリスコーポレーション）や、ボサノバのリズムに乗

せた英語のリズムの体得システム（KenMcMethod1中田憲三)、日本人の不

得手とするＬ／Ｒおよび母音の弁別の訓練ソフト（ＡＴＲ人間情報通信研究所）

など、画期的な教材も開発されてきている。リスニングのプロセスと能力レベ

ルの関係についてさらに研究が進めば、単に「たくさん聴かせる」指導法では
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なく、言語知識の教授を活用したより効率のよい指導法がこれからさらに見つ

かり、それによって日本人のリスニング能力も大幅に向上するかもしれない。

11.まとめ

子どもに英語を早期から学ばせることを、ピアノを早くから学ばせることと

比較して考えてみよう。例え３歳から始めたとしても、おとなになったとき全

員がピアニストになれるわけではないし、また、なる必要もない。おとなにな

るまで続けられる人は結果的に、子どものときピアノを習った人口のほんの一

部にしか過ぎない。３歳から始めても例えば10歳で練習することをやめてしまっ

たとしたら、２０歳になったときどの程度演奏する力があるのかは、かなりあや

しいものである。こう言うと「ピアニストになるには音楽の才能が必要であり、

そのような才能を持って生まれる人はごくわずかだ。でもことばは、生まれて

からある一定の期間その言語環境に置かれれば、誰でも習得できるはずである｡」

と反論されるだろう。母語に関して言えば確かにそうであるし、低年齢で「そ

の言語環境に置かれれば」才能に関わらず一定の学習効果が期待できる。しか

し日本での英語学習はそのどちらにも当てはまらない。さらに言えば、ある言

語の「母語話者」であるというだけの言語能力の発達および獲得は、臨界期と

される８～９歳あたりを過ぎても綿々と続いていく。豊富な語彙の習得、表現

力の向上、言語によって保障される認知能力の発達や問題解決能力、多様な場

と相手に応じた適切な語用の理解と獲得は、一生続くのである。

帰国子女のバイリンガル能力について大規模な調査を行なった小野（1994）

は、「小学校のあいだ、一貫して同じ言語環境で過ごすことが望ましい｡」と結

論付けている。井上（2002）も、セミリンガルを作り出す危険性の高い、日本

語と英語とを入ったり来たりする言語環境をいたずらに子どもに与えるよりも、

｢まず日本語が100で、その上に英語を50でも60でも積み上げていける人間を作っ

ていくべき（p､５５)」と主張する。大津・鳥飼（2002）は、英語を早く取り入

れたからといって日本語にそれほどの悪影響が出るとは考えられないとしなが

らも、英語の導入によって削られる「何か」が、その年齢期でより子どもの発
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達に必要なものであってはならない、と警告している。英語という外国語の学

習においては、安易に「早く始めさえすれば」という考えに飛びつくことなく、

その入口と出口を意識し急がせ過ぎないよう注意しながら、母語をベースとし

た（発達）年齢段階に応じた教授法・学習法を保障していくことこそが、最も

重要であると言えよう。
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注

もともと世界中の数ある言語の中の１つでしかないはずの英語が、世界の共

通語として認識され、多くの国で公用語として使われ、それに加えた国々で第

１外国語として学ばれている。ここでいう「英語優越主義」とは「外国語イコー

ル英語｣、「外国語を学ぶのなら英語が一番」というように英語を他の言語に比

べて「優れている」という考えを指す。それとは別に平良は、日本で英語イマー

ジョン教育を実施している加藤学園とのやり取りの中で、「英語エリート主義」

の弊害を指摘した（2002年10月、パーソナルコミュニケーション)。つまり日

本の中で、「英語が出来る」ことに社会全体が重い価値を置くようになれば、

子どもどうしの関係においても「英語が出来る、イコール頭がよい、あるいは

優れている」という偏ったエリート意識が芽生える可能性が高く、これは子ど

もの成長にとって好ましいことではないと考えられる。
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Effect of Learning English as a Foreign Language in Japan:
A Starting Point, Goal, and What Should Happen In-Between

Abstract

The purpose of this review article is to argue that English education

in Japan needs to be more systematic, based on the communicative and

cognitive development of learners in their mother tongue, i.e. Japanese.

Since a majority of Japanese learn English sometime after they start

acquiring Japanese, we need to make decisions on WHEN and HOW our

children begin their learning of English. Because of the recent

introduction of English at the elementary school level, supported by

"critical period hypothesis," people tend to believe this "starting point"

should be as early as possible. However, we must carefully examine

and evaluate the effect of such early introduction of a foreign language

in a homogeneous linguistic environment like Japan.

In this paper, I argue that it is most important to guarantee our

children access to more intimate and communicative input in their first

language. Studies on bilingualism show that L2 development seldom

exceeds that of L1. Therefore, we should have a systematic approach to

the starting point and goal in the learning of English if we are to set

our achievement goal of English education as "communicatively and

intellectually functional in all four skill areas: listening, speaking,

reading, and writing." We should not be too worried about the age at

which children start learning but rather shoufd have young learners

accumulate appropriate and coherent learning experience at each grade

level, taking a longitudinal viewpoint.
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