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日本の学校教育における外国語教育の課題と展望  

 

吉田  研作  

 

1. はじめに 

 

 日本の外国語教育は大きく変わろうとしている。中心は英語教育なので、本稿では

英語教育の改革 (文部科学省  2014)について述べるが、その影響は英語以外の外

国語にも及ぶことになるだろう。まず最初に、小学校中学年からの外国語活動の設

置と高学年における外国語科の設置は画期的だといえるだろう。Rixon によると、世

界 64か国のうち、47か国で小学校 3年生かそれ以前から英語教育を導入しており、

日本のように 5 年生から、という国は極少数である(Rixon 2013)。韓国では 1997 年

から、中国と台湾は 2001 年以降小学校 3 年生から英語教育を実施してきたが、日

本では 2011 年に 5 年生から、他の国には見られない外国語活動という体験型科目

として英語を導入したのだった（文部科学省  2015a）。 

 もう一つ大きな改革は大学入試の 4 技能化である。学習指導要領の改訂の度に、

日本人の英語力を育成するためにはコミュニケーション能力の育成が大事だというこ

とは言われてきた。しかし、それが実現できなかった最も大きな要因が大学入試にあ

った。2006 年にセンター試験にリスニングが導入されたが、250 点中 50 点に過ぎな

かった。そのため、学習指導要領では 4 技能の育成を求めているにもかかわらず、結

局はリーディング中心の英語教育しか行なわれてこなかった。しかし、今回は、大学

入試を 4 技能化することにより、学習指導要領と大学入試の一体的改革が導入され

ることにより（高大接続改革）、学校現場でも 4 技能全てが教えられる環境が整ってき

たといえるだろう。 

 本稿では、このような改革の背景にある日本の外国語（英語）教育の現状と課題を

検討し、その改善に向けて新学習指導要領が果たす役割について考える。  

 

2. 英語に自信がない日本人  

 

 日本の 15 歳は、OECD の中でも学力的にはトップクラスであるにもかかわらず（国

立教育政策研究所  2015）、英語の運用力は弱い。2015 年に文部科学省が実施し

た中高生の 4 技能英語力調査結果を見ると、中学生の平均が英検で 4 級から 3 級
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の間であることが分かった（文部科学省  2016a）。また、高校生の結果は 3 級と準 2

級の間だった（文部科学省  2016b）。さらに、中高生ともに、4 技能の中でもスピーキ

ングとライティング力は非常に弱いことが分かった。  

 また、ベネッセが 2014 年に実施した中高生の英語学習に関する実態調査の結果

を見ると（ベネッセ  2015）、社会での英語の必要性について、「その必要性はほとん

どない」と答えた中高生はともに 10％未満だが、自らが将来英語を使っているかどう

かについては、中学生の 44％以上、そして高校生の 46％以上が「ほとんどない」と答

えている。つまり、英語の社会的必要性は認めていながら、自分は英語に自信がな

いから使わないという結果が示されたのである。  

 しかし、英語に対する自信のなさは、中高生に限ったことではない。産業能率大学

が 2001 年からほぼ 3 年毎に新入社員のグローバル意識調査を実施してきたが、

2015 年の結果をみると、「日本の企業はグローバル化を進めるべきだと思いますか？」

という質問に対しては、73％の新入社員が「進めるべき」だと言っており、「海外で活

躍するために必要だと思う能力は？」という質問に対しては、80.4％が「語学力・コミュ

ニケーション力」と答えているにもかかわらず、「あなたは海外で働きたいですか？」と

いう問いに対しては、63.7％の人が「働きたくない」と答えており、その最も大きな理由

が、「自分の語学力に自信がない」（65.5％）となっている（産業能率大学  2015）。 

 なぜ英語（外国語）に対して自信がないのかについての原因は色々考えられる。本

稿では、日本における英語教育のあり方という観点から考えてみる。  

 

3. 英語教育の現状と課題  

 

 文部科学省は、第 2 期教育振興基本計画で平成 29 年度中の到達目標として中

学生で英検 3 級レベル、高校生で英検準 2 級到達 50％を目標に設定した（文部科

学省  2013a）。しかし、平成 28 年度までに中学生で英検 3 級か同等の英語力があ

るとされている生徒は、36.1％（平成 24 年度 31.2％）、高校生で準 2 級か同等の英

語力があるとされている生徒は 36.4％（平成 24 年度 31％）にとどまっている。 

 この目標達成のために文部科学省は教員の英語力レベルを英検準 1 級に設定し、

中学校教員の 50％、そして高校の教員の 75％の達成目標を示した。その結果は、

中学高校ともに教員の英語力は向上している。中学教員は平成 24 年度の 27.7％

が 28 年度には 32％に伸びた（文部科学省  2016c）。また、高校教員が平成 24 年

度に 52.3％だったのが、平成 28 年度には 62.2％にあがっている（文部科学省  
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2016d）。それでも平成 29 年度中にそれぞれの目標に到達できるかどうかは甚だ疑

問である。 

 しかし、教員の英語力は大事だが、それは必ずしも生徒の英語力と相関するとは限

らない。今回の結果を見ると、中学校で相関係数 r=0.40、そして高校でも r=0.34 と

いう弱い相関しか見られなかった。つまり、英語力があっても英語で授業をしていなけ

れば、生徒の英語力は伸びないと言えるだろう。そこで、英語の授業時間の 50％以

上を英語で教えている教員の結果を見ると、中学校教員の約 63％（文部科学省  

2016c）、高校の教員の約 47％（文部科学省 2016d）が授業の 50％以上を英語で教

えているということが分かった。しかも、特に中学においては年々その数は増加してい

る（平成 24 年度には約 42％だった）にもかかわらず、中学生の英語力はあまり上が

っていないのである。 

 

図 1 中学校における指導の実態  



 

 
『複言語・多言語教育研究』 日本外国語教育推進機構会誌 No.5 (2017) pp.3-19 

 

 - 6 - 

 

図 2 高校における指導の実態  

 

 

 図 1 と図 2 は、ベネッセが行なった中高の英語教員の英語の授業での指導に関す

る調査の結果で、中学英語教員 1,800 人強、高校英語教員 2,400 人強を対象にし

たものである（ベネッセ  2015）。ここで分かることは、中学校の場合、教員の 80％以

上が行なっていると答えている活動は、音読、発音練習、文法説明、文法の練習問

題、教科書本文のリスニング、教科書本文の内容に関する Q&A、キーセンテンスの

暗唱と運用というように、全て言語形式を身につけさせるための指導に関するもので

あることが分かるだろう。また、あまりやっていない活動（よく行なっている教員が 10％

未満）としては、ディベート、ディスカッション、英語で教科書本文の要約を書く、初見
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の英文を読む、英語で教科書本文の要約を話す、聞いたことがない英語を聞く、即

興で自分のことや気持ちや考えを英語で話す、長文読解、スピーチ・プレゼンテーシ

ョン等となっている。つまり、授業は英語でやっているが、言語形式の定着（練習）に

重きが置かれ、その知識を活用したコミュニケーション活動はあまりやっていないこと

が分かるのである。 

 高校の場合を見てみても、図 2 の通り、中学とほとんど変わらないことが分かるだろ

う。要するに、中高の英語教師は、たとえ英語で授業を行なっていたとしても、その内

容は基本的に言語形式の練習が多く、実際のコミュニケーション活動はほとんど行な

っていないことになる。そうであれば、上記で見たように、教師が英語で授業を行なっ

ていたとしても、生徒の英語力は伸びないということは十分理解できるだろう。いくら言

語形式の練習をしても、それを実際のコミュニケーションの場面で活用できなければ

意味がないのである。なお、この結果は、この後で述べる「知識・技能」から「思考力・

判断力・表現力」への転換の必要性を主張する新学習指導要領の考え方とも一致

する結果となっている。 

 

4. 新学習指導要領の基本的な考え方と英語教育  

 

 日本の英語教育は、第 2 次大戦後以降ずっと、英語そのもの（文法、語彙、発音

等）か、あるいは、英語圏文化を教えることに終始してきた。しかし今、このような従来

の知識偏重教育から、いわゆる学力の 3 要素（①「知識・技能」、②「思考力・判断

力・表現力等」、③「主体的に学習に取り組む態度」）を育成する教育への転換が求

められている。中教審の「幼稚園、小学校、中学校、高等学校及び特別支援学校の

学習指導要領等の改善及び必要な方策等について」の最終報告書によると、「「基

礎的な知識及び技能」、「これらを活用して課題を解決するために必要な思考力、判

断力、表現力その他の能力」及び「主体的に学習に取り組む態度」から構成される

「確かな学力」のバランスのとれた育成が重視されること」となっている。また、それを実

現するための教え方として提唱されているのが「アクティブ・ラーニング」だが、学習指

導要領では、「主体的、対話的で深い学び」となっている（文部科学省  2016e）。 

 アクティブ・ラーニングとは、「教員による一方向的な講義形式の教育とは異なり、学

修者の能動的な学修への参加を取り入れた教授・学習法の総称。学修者が能動的

に学修することによって、認知的、倫理的、社会的能力、教養、知識、経験を含めた

汎用的能力の育成を図る。発見学習、問題解決学習、体験学習、調査学習等が含
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まれるが、教室内でのグループ・ディスカッション、ディベート、グループ・ワーク等も有

効なアクティブ・ラーニングの方法である」（文部科学省  2012）。 

 上記の観点から英語教育のあり方を見てみると、従来の言語形式に関する「知識・

技能」偏重の教育から、英語を使って何ができるか、というコミュニケーション能力の

育成を目標とした  Can-do を到達目標に据える(文部科学省  2013b)ことにより、生

徒が能動的に英語を使って「考え、判断し、表現できる」ようにすることへの転換が求

められていることが分かるだろう。今後は、英語の何を知っているかではなく、英語で

何ができるかが大切になり、単に英語の規則や形式の習得に終始していてはだめだ

ということになる。単に英語で授業を行なえば良いというのではなく、どのように教える

かという指導方法の質が問われているのである。  

 また、何についてコミュニケーションするのかという「内容」が大切になる。英語を使っ

て、生徒の興味や関心事、体験、考えていること等、生徒自身に関する内容や、経

済、政治、国際関係、科学、文学、文化、歴史等の英語以外の教科の内容につい

て生徒とコミュニケーションできるような授業を行なうことが求められるのである（教科横

断型授業）。 

 

5. 国際共通語としての英語  

 

 従来のように英語の形式的側面に重きを置いた教育をすると、「基準となる」英語の

形式が大切になる。どこの英語の発音、文法、慣用表現等を基準にすれば良いのか。

学習指導要領には、必ず、「標準的な発音」という文言が含まれている。これは発音

のみに限定されるものではなく、文法等、形式としての英語のあらゆる面について言

えることである。新学習指導要領の解説書を見ると、次のように説明されている。「英

語は世界中で広く使用され、その使われ方も様々であり，発音や用法など多様性に

富んだ言語である。その多様性に富んだ現代の英語の発音の中で、特定の地域や

グループの人々の発音に偏ったり、口語的過ぎたりしない、いわゆる標準的な発音を

指導するものとする」こととなっている（文部科学省  2017a）。 

 ところで、特定地域やグループである、アメリカ人、あるいはネイティブの英語でない

標準的な英語とはどのようなものだろうか。そのヒントを与えてくれるのがヨーロッパを

中心に発達した、複言語主義という考え方だろう。人間が複数の言語を学ぶ時、あ

たかも一人の人間の中に複数の言語のネイティブ・スピーカーが宿るかのように思わ

れることがあるが、複言語的な考え方では、一人の人間の中に複数の言語が宿る、と
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いう考え方である。例えば、バイリンガルは日本語は日本人のように、英語はアメリカ

人のように使える、と思われているが、複言語話者は日本人として日本人のまま英語

等の他の言語を使うという考え方なのである。 

 英語という言語を教えることのみが目的化してネイティブの英語を教えなければなら

ないと思い込んでしまうと、ネイティブのように発音できない、英語が使えないことで日

本人の英語に対する自信が増幅される可能性があるだろう。しかし、英語にも色々あ

る、また、言語を学ぶ最大の目的は、それを使ってコミュニケーションすることだという

信念を持っていれば、英語に対する自信の持ち方も変わるだろう。  

 Kawashima は、主にアメリカ人によって録音されている検定教科書についている

CDのスクリプトを、non-nativeの人たちに録音し直してもらい、それを使って普段の授

業を行なった結果、non-native の英語を聞く機会の多い生徒は、non-native の英語

に対する positive attitude を持つようになるということが分かっただけでなく、生徒が自

ら話す英語にも自信を持つようになるということを発見した（Kawashima 2013）。つまり、

日本人だったら日本人の英語で良い、問題は、通じるか通じないかであるということ、

コミュニケーションできるかできないかであるということが分かったのである。  

 一方で、non-native の英語に触れる機会が少ない生徒（通常の CD を使用）は、

non-native の英語に対する negative attitude を持ち、native の英語を使うことに対す

る attitude が高くなり、native らしくなければならないと思うというのである。  

 さらに、Yamanouchi が大学生を対象に行なった質的研究の結果を見ると、大学生

は native のような英語を身につけたいと思っているが、speaker model（実際に英語を

話すモデル）としては、日本人の英語の先生をあげることを示した（Yamanouchi  

2015）。つまり、学ぶべき英語のモデルとしては native speakerのものが良いが、英語

の使い手としては日本人の英語の先生をあげたのである。しかし、同じ先生でも、単

に英語の知識をたくさん持っているだけではだめで、  “it is necessary for students to 

observe the speaker model using English for communicative purposes” 

（Yamanouchi 2015:5）と言っているように、先生が英語をしゃべっている場面を見せ

てあげるのが一番大事だというのである。  

 

6. Can-do を目標に設定することの重要性  

 

 native speaker が speaker model としては実際のコミュニケーションの基準にならな

いとすると、何を基準にすれば良いのだろう。新学習指導要領では、「何を教えるか」
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ではなく、「何が英語でできるか」を目標に設定することを求めている。つまり、Can-do

を目標に据えているのである。 

 Can-do の指標は、ヨーロッパの CEFR（ヨーロッパ共通参照枠）を基にしているが、

最高の C2 レベルでも、特にスピーキングとライティングの場合、必ずしも「native のよ

うに」とはなっていない。「自然に、流暢かつ正確に自己表現ができ、非常に複雑な

状況でも細かい意味の違い、区別を表現できる」（C2レベル）となっており、「nativeの

ように表現できる」となっていないのである（Council of Europe 2001）。 

 また、国際共通語として英語力向上のための 5 つの提言と具体的施策の報告書に

は、「相手の意図や考えを的確に理解し、自らの考えに理由や根拠を付け加えて、

論理的に説明したり、議論の中で反論したり相手を説得」することが出来る能力の獲

得が英語教育の目標であり、最終的に学修者に“Yes, I can.”といってもらえるような

英語教育をしなければならないことが述べられている（文部科学省  2011）。そのため

には、単なる日常会話ではなく、より認知的負担が求められる議論や討論、エッセー

ライティング、読解等をしっかり育成する必要がある。  

 

7. 新学習指導要領から見た英語力  

 

 新学習指導要領では、従来の「知識・技能」中心の教育からそれを実際に活用す

る「思考力・判断力・表現力等」への転換が明記されているが、Can-do は、まさにこの

「思考力・判断力・表現力等」を具現化したものなのである。  

 6.で言及した「国際共通語として英語力向上のための５つの提言と具体的施策の

報告書」に示されている目標は、なかりレベルが高いように思えるだろうが、すでに公

表されている中学校の新学習指導要領に見られる Can-do 目標を見てみると、上記

の「思考力・判断力・表現力等」といった能力の育成のための初歩的な記述が含ま

れていることが分かるだろう（文部科学省  2017a）。 

 

聞くことの Can-do 目標： 

友達や家族、学校生活などの日常的な話題や社会的な話題に関する会話や説明

などを聞いて、概要や要点を把握する活動。また、その内容を英語で説明する活

動  

 

読むことの Can-do 目標： 

簡単な語句や表現で書かれた社会的な話題に関する説明などを読んで、イラスト
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や写真、図表なども参考にしながら、要点を把握する活動。また、その内容に対す

る賛否や自分の考えを述べる活動  

 

話すこと（やりとり）の Can-do 目標： 

社会的な話題に関して聞いたり読んだりしたことから把握した内容に基づき、読み

取ったことや感じたこと、考えたことなどを伝えた上で、相手からの質問に対して適

切に応答したり自ら質問し返したりする活動  

 

話すこと（発表）の Can-do 目標： 

社会的な話題に関して聞いたり読んだりしたことから把握した内容に基づき、自分

で作成したメモなどを活用しながら口頭で要約したり、自分の考えや気持ちなどを

話したりする活動  

 

書くことの Can-do 目標： 

社会的な話題に関して聞いたり読んだりしたことから把握した内容に基づき、自分

の考えや気持ち、その理由などを書く活動  

 

 たとえ中学生であったとしても、聞いた後にその内容について英語で説明したり、読

んだ後で、その内容に対する賛否や自分の考えを述べたり、単に会話をするのでは

なく、その内容について質問したり応答したり、発表をする際には自ら言いたい内容

のメモを取り、それを口頭で要約した上で自らの考えや気持ちを伝えたり、書く際に

も自らの気持ちや考えを書くだけでなく、その理由も書かなければならない、となって

いるのである。また、ここでもう一つ大切なことは、どの技能をとっても他の技能との組

み合わせとして記述されていることだろう。実際のコミュニケーション活動において、4

技能がそれぞればらばらに独立して用いられることはない。そして、真に思考力・判断

力・表現力等を実現するためには 4 技能の統合が必須なのである。ここでは、話すこ

との活動が「やりとり」と「発表」に分かれているが、これは CEFR に基づいた分け方で

あり、今回の学習指導要領では 4 技能 5 領域という形で活用されている。  

 なお、まだ公示されていないが、高等学校の新学習指導要領で示されている目標

はこれよりさらに高度なものとなっている。  

 ところで、上記の Can-do の記述の中に、「社会的な話題」という文言が含まれてい

ることからも分かる通り、今回学習指導要領では、何について英語でコミュニケーショ

ンするかという内容が非常に大切だということが分かるだろう。新学習指導要領にお

いても、小学校では他教科と連動した学習内容を入れること、中学校でも他教科の



 

 
『複言語・多言語教育研究』 日本外国語教育推進機構会誌 No.5 (2017) pp.3-19 

 

 - 12 - 

学習内容、地域行事、生徒たちの体験を内容とすること、そして、高校では国際社

会の多様性に対応した目標・内容を設定して、幅広い話題について議論したり、発

表したりすることが求められている（文部科学省  2015b）。つまり、英語という言語自

体は内容を伝えるための道具であり、その内容については、生徒の知的レベルに合

った教科横断型のものを用いることの重要性が述べられているのである。  

 

8. 高大接続と大学入試  

 

 上記の英語教育改革を実現するためには、大学や高校入試の在り方を変えなけ

ればならない。高大接続システム部会最終報告書に見られる議論は、高等学校まで

の教育をどのようにして大学教育につなげていくかに関するものだが、大学入試（特

にセンター入試）について、高等学校までの学習指導要領の基本原理である学力の

3要素を反映したものでなければならないとしている（文部科学省  2016f）。つまり、大

学入試でも、「知識・技能」だけでなく、「思考力・判断力・表現力」、そして、「主体性

を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」が評価されなければならないとしているの

である。なお、「主体性を持って多様な人々と協働して学ぶ態度」に関しては、面接

等、各大学が実施する独自の入試で評価すべきだという。 

 今までの大学入試は、英語に限らず、全ての教科において、「知識・技能」中心の

評価をしてきたが、そこに「思考力・判断力・表現力」を導入する必要があるため、今

後、センター試験では、多肢選択問題だけでなく、「筆記」問題を導入することになり、

英語に関しては、スピーキングとライティングを含む 4 技能テストの導入を決めたので

ある。 

 また、大学入試と一言で言っても、いわゆるセンター試験の場合は学習指導要領

に即した内容になっているので、高校生の目標である英検準 2 級 (CEFR A2)、あるい

は英検 2 級 (CEFR B1)レベルまでを範囲としている。したがって、センター試験は高

校卒業試験の性格を持ったテストだといえる。  

 それに対して、各大学が実施している個別入試は、それぞれの大学が求めている

学生を選抜するためのもので、センター試験とは目的を異にするテストだといえる。英

語に絞って考えてみると、センター試験は学習指導要領に即したものでなければなら

ないので、センター入試でも 4 技能（5 領域）を評価するものでなければならないこと

になる。 
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9. センター試験と民間の 4 技能テスト 

 

 高大接続システム部会の報告書では、複数回受験可能な試験の実施を求めてい

るが、センター試験は年に 1 回しか実施できない。英語以外のテストは筆記問題を入

れるが、結局は年に 1 回しか実施できない。しかし、英語はすでに入試でも使われて

いる民間の 4 技能テストが存在し、どれも年複数回実施されている。ということで、文

科省としては、民間の 4 技能テストで、例えば、学習指導要領との親和性、CEFR と

の整合性、受験料、実施地域等の条件を提示し、テストのセキュリティーと受験生に

とっての公平性という観点からセンター試験として使える民間テストの選定を行なうこ

とになっている（大学入試センター 2017）。ただし、2020 年から 2023 年までは、現在

のセンター試験も併用されることになる（文部科学省  2017d）。 

 ちなみに、民間の 4 技能テストも進化を続けており、徐々に、鉛筆と紙と CD、面接

官、という実施方法から、コンピュータを用いた、いわゆる CBT（ computer-based 

testing）に変わってきている。コンピュータのキーボードで作業を行ない、紙と鉛筆で

はできなかったコンピュータ操作の導入、個人のペースでの作業、また、録音型スピ

ーキング・テストにより、面接官の発音、ジェスチャ―等の差がもたらす可能性がある

点数への影響等が排除されるようになってきた。もちろん、キーボードの使い方や直

接面接でないために、どこまで「やりとり」が測定できるかという問題はあるが、いずれ

それも AI の発達により、かなりの程度まで解決可能になることが期待される。  

 もう一つ大きなポイントは、CBTを活用することでより技能統合的な問題の提示が可

能になることである。例えば、同じライティングの課題でも、まず、与えられた文章を読

み、それについての短い講義を聴き、その上で、自分の考えを書くというような課題が

可能になる。スピーキングでも、何かを読み、それに対する別の人の意見を聞いた上

で、What do you think?という質問に対して答える、というようなタスクが容易に取り入

れられるようになっている。このような課題が実際のテストで評価できれば、まさに新学

習指導要領で求められている英語教育の内容と一致することになり、中学や高校現

場への波及効果は大きいだろう。  

 

10. 英語以外の外国語教育  

 

 外国語教育というと、どうしても英語教育を思い浮かべるが、英語以外の外国語に

も英語教育と同じ学習指導要領の内容が適用される。「その他の外国語については、
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英語の 1 に示す五つの領域別の目標、2 に示す内容及び 3 に示す指導計画の作

成と内容の取扱いに準じて指導を行うものとする」となっているのである。しかし、現実

には、英語以外の外国語教育はほとんど手がつけられていない。そのため、文科省

では、平成 29 年度「外国語教育強化地域拠点事業」の中で、英語以外の外国語

教育のあり方に関する研究指定を始めた（文部科学省  2017e）。 

 日本は、アジアのほかの国と比べて英語以外の外国語の教育についてかなり遅れ

ており、今後のグローバル化を考えると早急に手を打つ必要がある。例えば、表 1 が

示すように、文科省の調べで平成 29 年度の日本の高校生の総数は 328 万人だが、

平成 28年に英語以外の外国語を学んでいた高校生の数は、44,539人だった（文部

科学省  2017b）。つまり、高校生全体の 1.3％に過ぎない。 

 

表 1 英語以外の外国語の科目を開設している学校の状況について  

 
（平成 28 年 5 月 1 日現在）  

 

 Song によると、韓国では、約 30％の高校生が英語以外の第 2 外国語を学んでい

ると報告しているのに比べると、あまりにも少ないと言わざるを得ない（Song 2012）。 

 また、国際交流基金の調査に基づいたデータ（国際交流基金 2014）を整理すると、

アジア各国では既に高等学校で第 2 外国語が少ないところで 4 言語、多いところで

は 10 言語も提供されていることが分かる。しかも、どの国でも日本語が学ばれている

（次頁の表 2 を参照）。 

 Nelson Mandela 氏 1は、“If you talk to a man in a language he understands, that 

goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart. ” と述べ

ているように、国際共通語としての英語を使って頭で分かりあうことはできるが、本当

に心から理解しあうためには相手の言葉を知らなければならないのである。  

                                                        
1 https://www.goodreads.com/author/quotes/367338.Nelson_Mandela  
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表 2 アジア諸国の中等教育において選択科目（第 2 外国語）として  

開設が認められている言語  

 
 

 

11. おわりに 

 

 日本の英語教育は、今回の学習指導要領の改訂および大学入試改革により、よう

やく実践的なコミュニケーション能力の育成を目的としたものに大きく変わろうとしてい

る。小学校からの英語教育の充実に始まり、中高におけるコミュニケーション中心の

教育を経て、最後には、大学入試の 4 技能化によって一貫性のある英語教育が実

現できるところまでようやく来たということである。英語教育の目標も、学習指導要領

の原理である「思考力・判断力・表現力」を実現するための具体的な Can-do 指標の

達成に置かれ、内容面でも教科横断型の教育が推奨されるようになってきた。  

 今回の英語教育における改革が実現され、それがベースとなり、今後は英語以

外の外国語教育に適用されなければならないが、そのための準備はまだまだこれ

からである。 

 

（上智大学特別招聘教授・言語教育研究センター長）  
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Issues future directions in foreign language education in Japan  

 

Kensaku YOSHIDA 

 

   Japan’s educational policy is undergoing a major change. The following 

three principles are mentioned as essential in the attainment of academic 

proficiency:  1. knowledge and skills,  2. thinking, decision-making and the 

ability to express oneself, and 3. the enhancement of the will to learn and 

develop human character. Up until now, the emphasis in education has been 

on the acquisition of knowledge and skills, with the result that students at all 

levels acquired knowledge and skills without acquiring the ability to integrate 

them for higher cognitive and social purposes. The shift in emphasis to the 

acquisition of the ability to integrate the knowledge and skills to think, make 

decisions and to express one’s ideas and opinions, has brought about a 

change in the attainment of Can-do criteria as a major goal in the learning of 

foreign languages from elementary school to high school. Along with  the 

introduction of four skills tests to replace the present university entrance 

examinations, the shift is hoped to become a major impetus in raising the 

foreign language proficiency level as well as the confidence level of the 

Japanese students in communicating in foreign languages. Although these 

changes are mentioned primarily in reference to the teaching of English, the 

same principles and goals will also be expected in the teaching of other 

foreign languages as well.  


