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日本の英語教育は何を目指すのか 

―現状と課題― 
 

はじめに 

日本の英語教育は何を目指すべきなのか。昔は、文献を読んで理解する、という受け身

的な姿勢が主流だった。欧米の進んで文明や科学技術から学ぶことが中心だった。そのた

め、英語の教え方も、外国の文献を読んで日本語に訳して解釈する、という文法訳読が中

心となった。また、高校や大学の入学試験においても、文法訳読で学んだ英語の知識が問

われた。テストと教授法は表裏一体であることが理想だが、正に、教えたことがテストで

問われる、という一見理想的な形が生まれたのだった。 

しかし、1964 年の東京オリンピック、1970 年の大阪万国博覧会が大きなきっかけとな

り、単なる英語の知識ではなく、より実践的な英語によるコミュニケーション力の重要性

が強調されるようになった。1975 年には、平泉・渡部論争と言われる英語教育論争が話題

となり、実用的な英語教育か教養としての英語教育かで英語教育界に大きな課題を投げか

けたこともあったが、結果的には、それ以降現在に至るまで、英語の実践的なコミュニケ

ーション力の育成が日本の英語教育大きな目標になっていった。 

学習指導要領の変遷を見ていると、第 2 次大戦後、一貫して 4 技能を身に着けることの

重要性がうたわれてきたが、当初は英語を母語とする国の言語や文化を学ぶことが目標化

されていたのに比べて、1970 年頃から、単にアメリカや英国のような英語圏だけでなく、

より広範な国際理解の重要性が徐々に強調されるようになっていった。 

では、現在、日本の英語教育はどうなっているのだろう。本稿では、この点について検

討してみることとする。 

 

英語が使える日本人育成のための戦略構想とその実現 

「英語が使える日本人を育成するための戦略構想」が打ち出されたのは 2002 年だが、そ

の後の英語教育で、英語が使える日本人は果たして増えているのだろうか。この戦略構想

の目標は、中学校卒業段階では、挨拶や応対等の平易な会話（同程度の読む・書く・聞く）

ができるようになること、高等学校卒業段階では、日常の話題に関する通常の会話（同程

度の読む・書く・聞く）ができるようになること、そして、大学では、国際社会に活躍す

る人材等に求められる英語力、仕事で英語が使える人材の育成が求められている。 

 具体的には、日本人みんなが中学卒業までに英検 3 級、そして高校卒業までに準 2 級程

度の英語力を獲得することを求めており、大学を卒業したら、TOEIC 700 点程度の英語力

が求められているのである。では、この 8 年間で、果たしてどれだけこの目標は達成され



たのだろうか。 

 中学卒業までに英検 3 級が目標とされているが、実際には、平成 18 年（2006 年）で、

英検 3 級相当の英語力を身に付けたと思われる中学生は、全体の 33.7%、平成 19 年（2007

年）でもほぼ同じ 32.4%という。また、高校生で英検準 2 級相当の英語力を身につけてい

る生徒は、平成 18 年で 27.8%、平成 19 年で 30.3%となっている。（英語教育改善実施状況

調査より）果たしてこの数値が良いのか悪いのか。中学生全体の１/3 が目標を達成してい

るとは言え、「全員」が獲得すべき目標としては、やはり少なすぎると言わざるを得ない。

また、高校生も同様のことが言えるだろう。ただし、高校生の場合は、平成 18 年と平成 19

年を比べると、英検準 2 級相当の英語力がある生徒が少なくとも 2.5％伸びていることを考

えると、現在はもう少し伸びている可能性はあるだろう。なお、高校生の場合、SELHi が

実施されていた時期でもあることを考えると、多少の伸びが見られても不思議ではないの

かもしれない。しかし、いずれにしても、目標の点数には到達していないのである。また、

大学を卒業した段階で、国際的に活躍できる英語力の基準としては、TOEIC 700 点ぐらい

必要だと言われるが、現在の大学生の IP TOEIC の平均点は 450 点弱である。まだまだ先

は遠い、としか言いようがないのである。 

 ところで、生徒の英語力を問う場合、その生徒を教えている教師の英語力が気になるだ

ろう。文科省としては、最新の iBT TOEFL で 80点（旧ペーパーテストで約 550点）、TOEIC

で 730 点、そして英検準 1 級を一つの目安にしているが、中学の英語教師でこの基準に到

達しているのは、24.2%、そして、高校の英語教師の場合は 48.9%だという（教育課程の編

成・実施状況調査結果）。なお、実際にこれらのテストを受けた教師は、中学で 57.6%、高

校で 69.2%であり、全員ではないことに注意する必要がある。しかし、それにしても、特

に中学校の教員の 1/4 しかこの基準に到達していないというのは、やはり気がかりである。

つまり、英語の教師自身の英語力が低ければ、生徒の指導（実践的コミュニケーションと

いう観点から）にも何らかの影響がある可能性があるからである。自ら実践的コミュニケ

ーションができない教師が生徒に実践的コミュニケーションを指導することはできないだ

ろう。となると、英語の教師自身の英語力を伸ばす方策も考えなければならないだろう。 

 2011年1月18日のMNS 産経ニュースで、大阪の橋下知事が生徒の英語力でTOEFLであ

る一定水準以上のレベルを達成した高校には補助金を出す、という報道があった。受験英

語より使える英語を目指せ、という意味では、興味深い発言だが、果たしてそんなことが

可能なのか。生徒にそれだけの英語力をつけさせるためには、教師はそれ以上の能力を持

っていなければならないことになる。上記の数値から見る限り、少なくとも約半数の高校

英語教員は、それなりに高い英語力を持っていることから、学校全体の体制が整えば、あ

る程度可能性があるのかもしれない。文科省が行った平成２２年度公立高等学校における

教育課程の編成・実施状況調査の結果を見ると、「学校における、言語活動の設定や指導に

関わる認識の共有のための取組」ができれば、英語で授業をし、生徒が英語を実際に使う

確率が高くなることが分かっているので、橋下知事の教育委員会や学校に対する指導力に



期待したところである。 

 

一般の日本人の英語力は？ 

 これまでは、教育現場を中心に生徒及び教師の英語力について見てきたが、一般の日本

人の英語力についてはどうなのだろう。日本人の英語力については、今まで色々なことが

言われてきた。そして、いつも引き合いに出されるのが TOEFL の点数である。TOEFL と

いう「勉強や研究をするための英語力」を測るという特殊な目的のために作られたテスト

の結果に基づいて日本人の英語力を云々することには色々批判はあるが、少なくとも、世

界の他の国の人と比べることにより、日本人の英語力について考えることは悪いことでは

ない。2005 年に新たに出来たインターネットを使った iBT TOEFL では、従来と違って、

speaking, listening, reading および writing の 4 技能が測定されるが、2009 年度のデー

タを見ると、アジア 30 カ国中総合点で下から 2 番目（120 点中 67 点）、特にスピーキング

力に関しては 30 点中 16 点で、一番低い点数になっている。 

 ただし、TOEFL は、あくまでも英語圏の高等教育機関で研究をしたり勉強をするだけの

英語力があるかどうかを測るテストなので、一般の日本人に求められている英語力を測定

しているわけでは必ずしもない。そこで、30 年前に日本人が提唱した TOEIC が開発され

た。このテストの目的は、国際的なビジネス等の状況でコミュニケーションできるだけの

英語力がどれだけあるかを測定するもので、当初は、ほとんど日本人しか受けていなかっ

た。しかし、徐々に国際的に広がるにつれ、TOEFL 同様、日本人の英語力の低さが目立つ

結果となった。2005 年に発表された国際比較データを見ると、日本人の平均点は、世界で

も、もっとも低い点数の一つになのである。 

 もちろんテストの結果だけでは本当のことは分からない、という批判があるが、2006 年

にベネッセが、小学校に子どもが通っている保護者 4718 人に対して、小学校英語について

の意識調査を行った結果を見ると、やはり同じような結果が見られたのである。その調査

の中で、回答者自身の英語に対する意識について聞いてみた結果、70％以上の保護者は小

学校英語導入に賛成していながら、自らは、55％があまり英語が好きではなく、90％は使

う自信がなく、55％は今までに英語で苦労した経験を持っていることが分かった。しかし、

英語教育の携わっている者にとって最もショッキングな結果は、80％の保護者が学校で習

った英語が「役に立たなかった」と答えていることである。しかも、この保護者は自らが

小学校の時は英語をやっていなかっただろうから、中学校から始まった英語教育に不満を

持っており、逆に、だからこそ自分の子どもには小学校から英語を学ばせたい、と思って

いるのかもしれない。 

 このように、日本人は一般的に英語に対して自信がなく、強い苦手意識を持っているこ

とが分かる。 

 

 



若者の内向き傾向への懸念 

この外国語に対する苦手意識は、また、別の形で最近話題となった。それは、今の日本

の若者の内向き志向である。 

2010 年末に、日本の若者の国際性に対する意識に関する気になるデータが色々発表され

た。まず文科省のデータはいかに今の日本の若者が海外への留学に対して後ろ向きになっ

ているか、ということを示すものだった。例えば、日本人の海外留学者が、2004 年の 82,945

人を頂点に 2008 年には、66,883 人にまで減少した。また、留学先としてはアメリカが一

番多いのだが、1995 年には日本人がアメリカに留学する学生で最も多かったのが、2009

年には、4 番目に下がり、アメリカへの留学トップ１０の国の中で、前年比 2 桁台の減少を

示したのは、日本だけなのである。 

なぜこうなったのか。近年の就職難が大きな要因になっているのではないかという意見

を聞くが、それだけではないだろう。既に就職した若者の意識調査を見れば、何か他にも

原因があるのではないかと思わざるを得ないのである。 

 例えば、産業能率短期大が最近発表した報告書によると、様々な企業の新入社員の 49％

が、「海外では働きたくない」と答えており、2001 年の 29.2％から大幅に増えていること

が分かった。また、海外赴任を命じられたらどうするか、という問に対して、5.3％の新入

社員が「退職してでも拒否する」、と答えている。これも、2001 年の 3.9％から 1.5％増え

ているのである。では、どうして海外で働きたくないのか、というと、自分の「能力に自

信がない」ことと「海外勤務に対する不安」が大きな理由として挙げられている。さらに、

海外勤務に対する不安の中では、「言葉」（78.5％）と「治安」（84.8％）がトップを占めて

いる。しかし、実は「治安」に対する不安のかなりの部分は言葉が分からないために起こ

ることを考えると（分からないことがあれば聞けば良い、不安があれば相談すればよい）、

結局は英語力をどう伸ばすかが鍵になってくるのである。 

 

企業が必要とする日本人の英語力 

 ところで、日本人の英語力について、小池他編纂の「企業が求める英語力 」（朝日出版）

を見ると、企業で際に働いている人に対する調査から、外国人と対等に仕事をするために

必要な英語力を TOEIC で示すと、ほぼ 70％の人が 800 以上（990 点満点）と答えている。

また、25.7％の人は 900 点以上、と答えているのである。最近、日本の大企業の中に英語

を会社の公用語にする、と公言しているところがあるが、これは今後の国際化される世界

の中で日本の企業が生き残っていくためにどうしても必要なことなのである。勿論、業種

や職種によって違うが、企業の中で、外国人を採用する傾向が増えており、日本の若者は、

日本にいながらにして、日本人とだけでなく外国人とも競わなければならない社会になっ

てきていることを考えると、日本人全体の問題として考えなければならない重大な問題で

ある。 

 日本人が今後の世界の人々と共存し、国際社会に貢献していくためには、海外に出てい



くことを躊躇していたのではだめである。そして、自信を持って世界に出ていくためには、

コミュニケーションできるだけの英語力を身につけなければならない。単に「知識として」

英語を学ぶのではなく、コミュニケーションの道具としての実践的な英語力を身につける

必要があるのである。   

 

一貫した英語教育体制の構築 

では、具体的にどうすれば良いのか。単に英語の必要性を強調しただけではだめで、よ

り具体的な施策を考えなければならない。 

中央教育審議会の外国語専門部会の報告書では、「高等学校までの英語教育の目標や内容

を整理することによって、英語力向上の道筋を明確にし、小・中・高等学校教育の連携を

密接なものとすること」と述べられていることからも分かる通り、小学校における英語活

動の導入は、単に小学校のみの問題としてではなく、小学校を出発点とした高等学校まで

の日本の初等中等英語教育全体の改革の一環として捉えられているのである。たとえば、

新学習指導要領で、小学校、中学校、高等学校の外国語（英語）教育の目標をみると「外

国語を通じて，言語や文化について体験的に理解を深め，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」る、という基本的な目標はどの学校レベルにも共通してい

ることからも分かるように、小中高における英語教育の一貫性が強調されているのである。

それと同時に、中学校においては、「小学校における外国語活動を通じて音声面を中心とし

たコミュニケーションに対する積極的な態度などの一定の素地が育成されることを踏まえ，

身近な言語の使用場面や言語の働きに配慮した言語活動を行わせること」が求められてお

り、高等学校のどの科目も、「中学校での英語教育の成果を踏まえて」高校英語を教えるこ

とを明記されていることから、小中高それぞれの英語教育がつながっていなければならな

いことが分かるのである。 

 

学校間連携の実情―小・中連携を例に 

 ここで、その一例として、小中連携について考えてみよう。ベネッセが 2008 年に実施し

た中学校英語教員 3643 名に対する調査の結果を見ると、中学校英語教員の中で小学校英語

活動について知っている人は、48％いるものの、小学校英語活動の教師と一緒に話したり

（28％）、小学校の英語活動を見学したり（25％）、自ら小学校で英語の授業を行ったこと

がある（15％）。また、中学における自らの英語教育を小学校の英語活動に合わせて変えて

いる（13％）という教師はまだまだ少ないことが分かった。 

 2010年に実施されたベネッセの第2回小学校英語に関する基本調査を見ても、近隣の小学

校の外国語（英語）活動の授業を担当する教員が集まる機会がある教員は50％に達しいて

いるものの、小学校で外国語（英語）活動の授業を担当する教員と中学校の英語の教員と

で集まる機会がある小学校教員は30％、地域の公立中学校の英語教育について知っている

小学校教員は24％、地域の公立中学校と英語の授業見学をしあっている教員は22％、小学



校・中学校において人事交流がある教員は17％、中学校の教員が外国語（英語）活動の授

業を担当しているケースは10％、そして、中学校と連携したカリキュラムを作成している

教員は、9％、という結果だった。 

つまり、小学校教員のサイドから見ても、中学校教員のサイドから見ても、まだまだ連

携はできていない、と言って良いだろう。 

もう一つの問題は、小学校では、できるだけ英語（教室英語）を使って英語活動を行っ

ており、高校では、教師の英語力が比較的高いことから、今後の体制作り次第でそれなり

に英語で英語を教えることは可能だろうが、問題は、中学だろう。中学校が、今後、小学

校から高校へとつなぐ「ハブ」的役割をどのように果たしていけば良いかについて真剣に

検討しなければならないのである。 

 

おわりに 

 日本が今後の国際社会で生き延びていくためには、どうしても日本人全体の英語力を向

上させなければならない。そして、英語教育の観点からそれをするために、下記の方策を

考慮しなければならないだろう。 

 

１）日本人全体、特に、これからの日本の社会をリードしなければならない若者がもっ

と積極的に国際社会と関わっていき、そこで必須の英語の重要性について自覚できるよう

にならなければならない。そのためには、単に教育界だけでなく、実際に国際社会で仕事

をしている企業等との協力体制を築くことが大切になってくるだろう。 

２）教員の英語力を上げる方策、また、コミュニケーションとしての英語の授業力を育

成するための国内外での研修制度を充実させる必要がある。 

３）一貫性のある英語教育をするために、小学校から大学（あるいは社会）まで全ての

段階の代表者からなる協議会や検討会を恒常的に開き、また、具体的な研修やワークショ

ップ等を行うことが必要である。 

 

 今後は、官民協力の下、国全体として英語教育の改善に取り組む必要があるのである。 
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