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研究成果の概要： 

多文化状況が進んでいるヨーロッパでの外国語教育と、それが進んでいない日本や

アジアの状況とでは、外国語教育を支える基本的理念に大きな差がある。外国語教育

は、文化学習を取り入れることによって、事物を相対的（複眼的）に見る一般教養的

態度の養成に大きく貢献できる。  
この文化と外国語との関係づけは国によって大きく違う。言語の実利的運用価値以

上の理解がない。ヨーロッパでも European Language Portfolio の取り扱いは国家間

で大きな差がある。その最大の理由は、言語教育と異文化理解・教育の統合の面で具

体的な指導法、教材作りが未開拓なためである。「英語活動」の成否もまさにこの分

野での開発の成功に掛かっている。  
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１．研究開始当初の背景 
日本の小学校への英語教育を導入する議論がある

中で、その具体的な指導理念、方法については全

く方向性が見いだせないでいる状況であった。国

際的にその現状を見ることに可能性を見いだした

いと考えた。 
 
２．研究の目的 

近年議論されている公教育における小学校への英

語教育の導入について、多角的にまた国際的観点

から考察を加え、その実現の際には具体的な計画

作成し、議論のための基盤となるデータ、モデル

を提示しようとするものである。 
 
３．研究の方法 
(1) 理論面の文献調査 

研究種目：基盤研究（B） 

研究期間：2006～2008 

課題番号：１８３２００９１ 

研究課題名（和文） 国際比較：初・中等教育における外国語教育の諸相 －理念から教室の

現場まで－ 

研究課題名（英文） International comparison : Aspects of foreign language education

                   from primary to secondary educational stage －ideals and praxis

in the classroom － 
研究代表者   

吉島 茂（YOSHIJIMA SHIGERU）  

聖徳大学・人文学部・教授  

研究者番号：５００１１３０９ 



(カリキュラム,CEFR, SFLL, 
 European language Portfolio) 

(2) 現場の授業参観・調査, 
教育関係諸庁の訪問聞き取り 

(3) 国際シンポジウムの開催(20年度) 
 
４．研究成果 

多文化状況が進んでいるヨーロッパでの外

国語教育と、それが進んでいない日本やアジ

アの状況とでは、外国語教育を支える基本的

理念に大きな差がある。ヨーロッパで十分と

される根拠も日本では説得性に欠ける。異文

化理解（教育）と結びつけるヨーロッパの考

え方は、単なる言語教育を超えて一般教養、

人間形成の面を可能性としてもっている。事

物を相対的（複眼的）に見る態度の養成に大

きく貢献できるのである。これはヨーロッパ

でもまだはっきりと自覚されていない。日本

ではそれを明確に意識することによって、小

学校での外国語教育、外国語活動に明示的根

拠、方向付けを与え、かつ他の教育領域とも

連携・協調しながら小学校教育を豊かにし、

中等教育への準備教育としての機能も全う

できるのである。 
ただ、この文化と外国語との関係づけは国に

よって大きく違う。中国では新しい指導要領

で文化をも取り上げ、韓国では教育関係者が

異文化理解を含めて、人格形成を考える。し

かし一般市民、父兄がその理念を共有してい

るとは言えない。現場の教員にもその趣旨が

徹底しているとは言えない。言語の実利的運

用価値以上の理解がないのである。ヨーロッ

パでも European Language Portfolio の取り

扱いに見られるように、国家間でも大きな差

がある。その最大の理由は、言語教育と異文

化理解・教育の統合が具体的な指導法、教材

作りの面で非常に難しく、また現に未開拓の

面が多いことにある。その点でも国、地域に

よって大きな差がある。英語活動の成否もま

さにこの分野での開発の成功に掛かってい

る。 
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