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日本英語教育史学会

記念講演

第１日

14:15〜15:45

テレビ英語会話放送の歴史的経緯
―内容・提示技法の開拓―
田崎 清忠
講師略歴――――――――――――――――――――――
東京高等師範学校（現筑波大学）卒業。1956 年〜57 年フルブライト法によりミシガン大学英語研
究所（English Language Institute, University of Michigan）に留学。茨城県立古河第一高校を振り出
しに、東京教育大学付属中学校を経て横浜国立大学勤務。1961 年から 16 年間、NHK テレビ英語
会話講師。1977 年、テレビによる外国語教育に最新の教育理論と視聴覚教育理論を導入し、語学番
組の基本的フォーマットを作成した功績により NHK 放送文化基金賞を受賞。2010 年、学校教育及
び社会教育に貢献した理由で「瑞宝中受章」を受章。横浜国立大学名誉教授、元東京純心女子大学
学長、NPO 国際文化センター理事長、国際病院認証支援機構監事、高円宮杯全日本中学校英語弁
論大会名誉審査委員長、ホノルル市長杯全日本青少年英語弁論大会審査委員長。
――――――――――――――――――――――――――

NHK の語学放送 NHK による語学番組放送の歴史は古く、開局した 1925 年(大正 14 年)には岡倉
由三郎の「英語講座」がラジオの電波に乗っている。第二次大戦中は「英語は敵性語」として放
送は中断されたが、戦後は進駐軍駐留の影響で英語会話熱が高まり、戦後すぐ「実用英語会話」
「基礎英語講座」が復活。国際放送アナウンサーであった平川唯一の「英語会話・カムカム、エ
ヴリバディ」は日本中を席巻した。また、小川芳男、五十嵐新次郎の英語講座や、松本亨の英語
会話がラジオで全国に放送された。
テレビの語学番組 NHK のテレビ放送が開始されたのは 1950 年で、教育番組を専門に扱うチャン
ネルが東京と大阪に開局されたのは 1959 年のことであった。開局と同時に英語番組 3 本が編成
されたが、これらはいずれも講師はアメリカ人で日本人がアシスタントの役を演じるスタイル
であり、開局 3 年目（1961 年）に日本人が講師でアメリカ人がアシスタントを務める番組が組
まれ、田崎が番組担当の講師となった。
番組間の内容調整 番組を受け継いだときには、会話番組ではなく Teach Me English という英語
番組であった。他の 2 つの番組はアメリカ人が講師のままであり、それぞれの考え方で番組を
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続けて放送していたし、3 種の番組それぞれの狙いを調整する話し合いも行われなかった。田崎
は「英語に興味を持つような番組」を狙いとして、易しいストーリーや英詩、小学生の教科書の
１ページ、英語の歌など変化のある番組編成を心がけた。またアシスタントとの短いフリーカン
バセーションによって日米の生活文化比較をそれとなく提示した。
会話番組と講師の使命 Teach Me English を 2 年続けたあと、3 年目に変化が起きた。時代の要請
に応じて英語番組を会話番組に変更することとなり、番組を 2 種類「初級」と「中級」に変更、
田崎は初級を担当することになった。と同時に、講師として「テレビによる英語会話番組はどう
あるべきか」という次のような課題を自らに設定した。
カリキュラム 学校教育では指導要領によってカリキュラムが設定されているが、会話教育にお
いては内容も配列も何ら基準がない。基本となるようなモデルを構築する。
教授法と教授技術 会話教授法や教授技術は「未知の分野」にある。たとえば、30 分の放送時間
の中で、
「何を・どんな順序で・どのような手法で」について番組を理論的に組み立てること
が出来れば、
「基本的フォーマット」が完成する。
テレビの特性を利用 ラジオによる英語会話番組には歴史的積み重ねがあるが、テレビにはラジ
オには存在しない「映像」という特性がある。この特性を視聴覚教育理論の活用を通じて、
番組に盛り込む複数のパターンを研究し開発する。予算を獲得して「実験番組」
（放送はしな
い）を作る。
視聴者を取り込む工夫 テレビには一方通行との宿命があり、教育の方法としては大きな弱点で
ある。視聴者の積極的番組参加を可能とするタイプの番組を作りあげる。
現実感の醸成 会話はかならず「日本人対アメリカ人」とし、アメリカ人同士が行っている会話
を提示して、そこから語彙や表現を学ぶという間接学習法はとらない。場面を提示し、
「自分
ならこう言う」という場面設定例を集積する。
生きた素材の提示 スタジオ内での放送には会話場面設定に制約がある。予算を獲得して、ロケ
ーションによる録画番組作成を工夫し実現させる。また、会話である以上、「生きたことば」
を素材にすべきであり、また、
「ことば」とは表裏一体を為す「生活文化」を含んだ素材で番
組を作る必要がある。そのため、毎年アメリカ取材を行う。

番組の講師は放送の内容を考える。補助教材としての「放送テキスト」が出版されている場合に
は、テキスト原稿を執筆する。放送前の講師の主たる業務はここで終わり、講師以外の出演者の選
択を含む台本作成は担当ディレクターの仕事となる。しかし上に述べたような課題を持つ講師は、
番組作成作業全体にまで加わる負担に耐えねばならない。
歴史は事実の積み重ねである。事実を記録・分析し、判断に基づく結論を得てはじめて「歴史」
となる。貴学会は教育の歴史を探求する研究者組織であると認識しているので、講演に際しては「事
実」をお話したいと考えている。
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研究発表 I-1

第１日

16:00〜16:30

官

『許 英和通語』の系譜：明治中期以降における英学書への影響
熊谷允岐（茨城大学）

本研究の目的は、明治期に編纂された『官許 英和通語』
（1873）が明治中期以降の英学書、とり
わけ元素分野別単語集（部）にどのような影響を与えたのかを明らかにすることである。
「元素分野別単語集」とは、明治期に編まれた分野別単語集のうち、“Elements”という独自の意
義項目を設けている教材群を指す。熊谷（2021）では主に、明治初期に編纂された単語集に焦点を
当て、
『官許 英和通語』との関連性を報告した。その中で、
『官許 英和通語』から直接の影響を受
けた初めての単語集が『英和語学独案内』第壹編（1881）であることを明らかとした。ただし、そ
の内容的な特徴や工夫から、
『英和語学独案内』第壹編が『官許 英和通語』の単なる後続書にとど
まらない点を指摘し、明治初期をもって、元素分野別単語集が『官許 英和通語』型と『英和語学独
案内』型という二つの系統に分岐したことを加えて報告した。
本発表では、その継続調査の一環として、上記系統の単語集が明治中期以降の英学書にどのよう
な影響を与えたかについて説明を行う。調査の結果、両系統の単語集は明治中期以降も継続的に編
纂が行われたことが判明したが、その編纂姿勢には大きな違いが見られた。
『官許 英和通語』型は、
発行元が多様化したものの、内容に変更はなく、翻刻によって売り広めが続けられていた。一方の
『英和語学独案内』型は分冊版から合本版へ変更されたり、見出し語の修正や削除、ローマナイズ
和訳の表記変更が行われたりしていた。言い換えれば、
『官許 英和通語』型は原著者を尊重しなが
ら内容を忠実に引き継ぐ一方で、『英和語学独案内』型は現状に甘んじることなく、意欲的に改訂
が進められていたと言える。ただし、既存教材の切り貼りによって単語集が編纂されたり、先行書
の著者名だけを変更して再出版されたりする様子も散見した当時を踏まえれば、どちらの系統も誠
実な編纂が続いていたことが示唆される。
明治中期の後半を迎えると『官許 英和通語』型の内容を改変したと思われる『英和単語篇』
（1890）
や、『英和語学独案内』型と内容的特徴が類似する『教科摘要 一名・六ケ月間速成 新式英語学独
修』（1899）といった英学書も登場したが、その数は決して多くなかった。ただ興味深いことに、
江戸期の『英吉利単語篇』から続く他系統の分野別単語集と比べると、それらの編纂の多くが短期
間に集中的に行われていたのに対し、元素分野別単語集は、明治年間においてより長期間かつ分散
的に編纂が続けられていたことが判明した。
以上を踏まえ、元素分野別単語集が日本の単語集編纂史に果たした意義について、一つの可能性
を示唆できれば幸いである。
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研究発表 I-2

第１日

16:30〜17:00

英語カードの研究：教材教具史の一つとして
馬本 勉（県立広島大学）
本研究は、馬本 (2018) の続編として、広島高等師範学校附属中学校英語研究会編『新式英語単語カード』
第一学年用（以下「新式カード」）の未解明点を明らかにするとともに、英語カードを教材教具史に位置付け
ることを試みる。
新式カードはその発行年とともに選定語の約 1 割が不明であり、いずれも推定によらざるを得ない。しか
し新式カードの作成にあたり参考にされたであろうカードとの比較により、その推定の確度を高めることが
できると思われる。そのカードとは、
『学年別研究社英語新カード』
（研究社，1925 年）
（以下「研究社カー
ド」
）である。
研究社カードの初版は 1909 年の『学年別英語カード』である。1 年から 5 年まで各学年平均 600 語を当時
の中学校教科書 20 数種から選定し、表には英単語、ウェブスター式並びにかなによる発音表記、変化形や関
連語、例文が掲載されている。裏面には単語、関連語、例文の訳が記されている。研究社社史編集室 (1992)
は、「草創期に大いに当たったアイディア出版があった。それはカード式の参考書・学習書である。明治 42
年の『学年別・英語カード』
、同 43 年の『中等教科・カード式参考書』
、同年の『英作文練習カード』などで
ある」(p. 78) と述べている。
改訂されて「新」の名が加えられた研究社カードの特徴は、研究社編集部 (1926, p. 2) によると、
「新語・
新訳を網羅」し、
「発音を万国発音協会制定の発音記号と、旧来のウェブスタ式符号との両方で示した」とあ
る。選定語に関しては、
「中等学校新旧教科用書八十余種四百余冊を参照して、単語数三千余を選択し、これ
を五函に分け、各函に 714 枚宛を収めた」という (同, p. 3)。この 714 という数字は、手許にある New English
Cards, For 1st Year Class の缶に収納されたカードの通し番号と一致する。
発表では、通し番号 1,000 まである新式カードと、研究社カード（第一学年用）714 枚の比較により、初学
年用教材としての語の選定について明らかにする。さらにカード式という教具のあり方を考察し、これらの
カードが英語教育史上で果たした役割を論じる。

参考文献
江利川春雄 (2011).『受験英語と日本人：入試問題と参考書からみる英語学習史』研究社.
研究社編集部 (1926).『学年別研究社英語新カード説明書』研究社.
研究社社史編集室 (1992).『研究社八十五年の歩み』研究社本社.
研究社社史編集室 (2007).『研究社百年の歩み』研究社.
庭野吉弘 (2008).『日本英学史叙説：英語の受容から教育へ』研究社.
馬本勉 (2018).「広島における英語基本語の史的検討」日本英語教育史学会第 34 回全国大会（広島大会）研
究発表資料 (2018. 5. 20).

4

研究発表 II-1

第2日

10:30〜11:00

他教科内容を生かす戦前と現代の小学校英語の比較考察
二五義博（山口学芸大学）

これからの小学校英語教育を考える際に、日本人は海外の先進的とされる実践例に目を向けがちであ
り、日本の過去から学ぼうという態度を欠いているのが大きな問題点である。CLIL（内容言語統合型学
習）についても例外ではない。日本において、小学校英語の教科書に CLIL が取り入れられるようにな
ったのは現代が初めてではなく、明治時代にはすでに CLIL の要素は数多く見られた。そこで、本研究
では、CLIL は 1990 年代のヨーロッパに始まったのではなく、明治時代の日本に起源をもつという大胆
な仮説のもとに、これからの日本の小学校英語教育に CLIL を取り入れる際には、すでに忘れ去られて
いる日本の過去の良き実践例からも学ぶ必要があることを提案したい。
本発表は、これまでの全国大会の発表においてはほとんど触れることができなかった、小学校英語の
教科書に関する過去と現在の比較を主眼とする。具体的には、明治時代の小学校用国定英語教科書であ
る文部省著『小学校用文部省英語読本』全 3 巻（明治 41〜43 年）と、2022 年時点において文部科学省
検定済の小学校 6 年生用外国語科教科書として全 7 社 7 冊を研究対象とする。両時代の教科書を比較す
る主要な分析の視点は、各巻（または各社）において全課に占める CLIL の割合および取り入れられて
いる科目内容、使用されている文法や科目内容に関わる語彙、CLIL の 4C の１つとして重要な思考を
深めるための工夫についてである。
教科書分析の結果、第１に CLIL の割合では、明治時代の教科書は 2 割程度、現代のものは 2 割程度
から 7 割以上のものまで差があった。また、科目別には明治時代のものはバランスが良いのに対し、現
代のものは社会科内容が大多数を占めた。実技教科に関わるものは比較的少なかったが、両者ともに図
画（色の配合や絵描写）
、家庭科（栄養素や料理など）や体育（スポーツの説明）などもいくつかあった。
第２に、明治時代の教科書は比較級や最上級、現在完了形など、現代の教科書より難しく幅広い種類の
文法が使われているのが特徴的である。語彙の面では両者ともに国名や地理の教科内容に関わる用語が
使われているのは共通しているものの、明治時代の方は算数の数式の言い方に関わる専門用語やより難
解な社会科の専門用語も多く含まれており、語彙レベルは現代の小学校英語教科書よりも総じて高い。
第３に、思考面では、明治のものはクイズ形式で地理への思考を深めるものや、高度な物語風の算数の
計算で児童の知的好奇心を刺激する内容もあった。以上、CLIL の視点より、現代の英語教科書は、海
外ばかりでなく日本の過去からも学ぶべき点が多いといえる。
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研究発表 II-2

第2日

11:00〜11:30

中学校に戻ってきた文法事項：
半世紀前の教科書・移行措置教材・現行教科書の扱いを比較する
久保野雅史（神奈川大学）

改訂学習指導要領は、2017 年に告示され、2021 年 4 月から中学校の全学年で一斉に実施された。
新課程では、小学校で外国語（英語）が教科化されたことに伴って、中学校卒業時までに学習する
単語数が倍増し、文法事項が 50 年前（1970 年代）の水準に戻った。
本発表の目的は、①中学校に半世紀ぶりに「戻ってきた」文法事項は、どのような例文がどのよ
うな文脈で教科書に登場したのか？
な文脈が使われていたのか？

一方で、②半世紀前の教科書ではどのような例文がどのよう

また、③新課程への移行措置として、文部科学省が作成し全国に配

布した教材では、
「戻ってくる」文法事項がどのような例文でどのような文脈で示されていたのか？
を具体的に明らかにすることである。具体的な例文を比較する必要があるのは、例えば「使役動詞
が中学校に戻った」と言われてはいるが、どのような使役動詞がどのような文脈で示されたかが、
教科書によって異なっているため、具体的な例文を抜きにした議論では、その実態が見えてこない
からである。
①②については、占有率の高い教科書を分析対象の中心にするに留めた。一方で、③は旧課程と
現行課程を橋渡しする教材であるため、使用期間が 2 年と短く、歴史の中に埋もれて風化してしま
う恐れが高いと考え、より詳細に扱った。
③の移行措置教材は Bridge と名付けられているが、その正式名称は「新学習指導要領対応 中学
校外国語教材」である。従来の移行期との最も大きな違いは、移行措置教材を文部科学省が作成し、
2020 年度に中学 2, 3 年生になる全国の全生徒分を印刷して配布したことである。Bridge は全 18
課からなり、文法用語は書かれていないが、2021 年度から中学校で新たに学ぶことになる（中学校
に戻ってくる）文法事項を網羅する目的で作成されたものと推察される。こういった文法事項を登
場順に挙げると、感嘆文、使役動詞、形容詞＋that 節、仮定法過去、現在完了進行形、S+V+O+O(間
接疑問)、S+V+O+O(that 節)となる。これらについて、具体例を挙げて検討して行きたい。
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研究発表 II-3

第2日

11:30〜12:00

「文検英語科」の研究：検定委員・神田乃武をめぐる一考察
惟任泰裕（中九州短期大学）

「文部省師範学校中学校高等女学校教員検定試験」
（通称、
「文検」
）とは、主として戦前期に実施
された中等教員資格検定試験である。
「文検」研究は、寺﨑昌男・
「文検」研究会によって大きく進
展し、船寄俊雄は、
「文検」研究の意義をめぐって、
「資格制度史だけではなく、学問内容・学説史、
試験制度史、受験の心性史、教員の文化史、教員の社会史、教員の階層構造史、人物史など様々な
方法で接近し得る尽きせぬ『鉱脈』である」と論じた。諸学科目のうち、「文検英語科」について
は、茂住實男を中心に進められた。茂住を代表者とする研究グループは、試験問題や合格者につい
ての詳細な資料集を作成しており、
「文検英語科」を研究するうえでの重要な基盤となっている。
さて、神田乃武は、
「文検英語科」検定委員として、その第２回試験から第 38 回試験まで在任し、
「中等教育教員に公的に期待された学識水準」を示し続けた人物である。このような関与は他に類
がなく、茂住は「歴史の半分以上に中心的現役として関わり……影響力という点で、第一に取り上
げられなくてはならない」と位置づけている。ただし、茂住の研究においては、
「神田が教師に望ん
だことと……出題内容とを具体的に比較して論じる紙数はない」として、「自然教授法」の概要と
「旧式の英語教授法を排して、自然法の新血液を注射することに努力せられ」たとする長岡拡（東
京商科大学教授）の認識を紹介するに留まった。次いで検討を行った岸上英幹は、
「神田＝『ナチュ
ラル・メソッド』
」という構図を強調し、神田の求めた英語学力の構造的な検討を行っていない。そ
れゆえに、
「文検英語科」検定委員としての神田をめぐっては、さらなる研究の蓄積が必要である。
そこで本研究では、検定委員としての神田乃武に改めて焦点を当て、「文検英語科」との関わり
を問うこととする。本研究の構成は、以下の通りである。まずは、①神田をめぐる時期区分を設定
し、具体的な検討課題を明らかにする。次いで、②試験問題の内容から、英語教師に求められた学
力を構造的に把握する。そのうえで、③神田による英語読本（『Kanda’s New Series of English
Readers』）と「文検英語科」の関係について考察し、④近代日本における英語教育の基本的な枠組
みを構築した人物として、神田の再評価を試みる。

主要参考文献
・寺﨑昌男・
「文検」研究会編『
「文検」試験問題の研究―戦前中等教員に期待された専門・教職教
養と学習』学文社、2003 年。
・茂住實男（研究代表者）
『戦前中等学校英語科教員に期待された英語学力・英語知識に関する史的
研究―「文検」英語科の試験問題をとおして』平成 16 年〜平成 18 年度科学研究費補助金基盤研究
（C）研究報告書、2007 年。
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研究発表 III-1

第2日

13:00〜13:30

雑誌『英語教育』における大学入試への民間試験導入に関する言及の類型化：
2000 年 4 月号から 2021 年 3 月号に限定して
孫工季也（京都大学大学院）

2019 年 11 月、大学入学共通テストへの英語民間試験導入の延期が発表された。この背景には
「激しい攻防が展開され、ついに中止に追い込んだ闘いの歴史がある」（江利川, 2022）。この「闘
いの歴史」に関して、鳥飼（2021）はその政策過程を記録している。また、専門家による批判（cf.
大津ほか, 2013; 南風原, 2018）や、導入反対を訴える若者の語り（鳥飼, 2020）も残されている。
これらの研究から、後続する者は賛否を含めた改革に積極的に発言した者の「声」に触れることが
でき、この「闘いの歴史」を窺い知ることができる。他方、本改革に言及した他の「声」のうち整
理されずに残されるものも多分にあるのではないか。
本研究は大修館より刊行される雑誌『英語教育』を分析対象に据えることで上記の課題への部分
的解決を試みる。本発表ではそのうち 2000 年 4 月号から 2021 年 3 月号までに登場する大学入試
及び英語民間試験に関する言及を網羅的に抽出した上で、大学入試への民間試験導入に関する言及
を中心に検討する。
確認された言及の一端を以下に記す。
「日本には教育について間違った平等主義があるようだ。
…複数レベルの試験問題を作るべきである」
（2000 年 6 月号）。
「…多様性に大学側が十分応えられ
るかどうかということが問題になってくる。…検討されるべきは、既成の検定試験（英検, TOEFL,
TOEIC など）をもって入試に代えるということだろう」（2000 年 6 月号）。「システム『外部』の
制度などを恣意的に利用することは、かえって教育内容の質的低下を招来することになる」（2000
年 12 月号）。「大学受験の科目から『英語』を削除してほしい。国際化時代に英語は必要だという
のなら、英語の力を知る尺度は TOEFL や TOEIC、英検でも可能」（2003 年 9 月号）。「今や研究
者がその序列化にすら無関心になってしまっているのではないか。…画一化された入試ではなく各
大学が創意工夫するべきなのだと思う」
（2014 年 1 月）。以上を含めた大学入試及び民間試験に関
する「声」を内容分析の手法を用いて類型化し、報告する。
最後に今後の課題として３点をあげる。①1970 年代から 2000 年までの同様の分析、②本発表と
①を踏まえた言及内容の分析、③②を踏まえた英語教育界に存在し影響を与えている認識の解明。
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研究発表 III-2

第2日

13:30〜14:00

平川唯一「英語会話」テキストの研究：
先行する「英語会話講座」
「実用英語会話」テキストと比較して
柾木貴之（北海学園大学）

本発表の目的は平川唯一「英語会話」テキストと、先行する「英語会話講座」
「実用英語会話」テ
キストを比較することで、前者の特徴を明らかにすることである。
平川の「英語会話」は百万人以上の聴取者を獲得し、社会現象となったにもかかわらず、英語教
育の分野において先行研究が豊富にあるとは言えない。主要な先行研究を挙げると、以下の四点と
なる。
・宇佐美昇三（1980）
「英語教育番組略史―大正 14 年から昭和 54 年まで」
『NHK 放送文化研究年
報』第 25 集
・紀平健一（1995）
「
『カムカム英語』―戦後『英会話』の原型」
『日本英語教育史研究』第 10 巻
・山口誠（2001）
『英語講座の誕生―メディアと教養が出会う近代日本』講談社
・平川洌（2021）
『カムカムエヴリバディ―平川唯一と「ラジオ英語会話」の時代』NHK 出版
これらの先行研究には十分ではない点が二つある。一つは「英語会話」テキスト全 54 号を対象
に分析を行った研究は確認できないという点である。これまでの研究はテキストの分析を行わない
か、行っても一号か数号を取り上げるのみ、という状況になっている。これではテキストの全体的
特徴は見えてこない。もう一つは先行する「英語会話講座」
「実用英語会話」テキストと比較した研
究はほとんどないという点である。この状況では、平川のテキストの新しさはどこにあるのかが不
明瞭なままである。
以上の課題を踏まえ、今回、
「英語会話」テキスト全 54 号を精読した上で、先行する「英語会話
講座」「実用英語会話」テキストについて分析を行った。その結果、明らかになったことは三つあ
る。一つ目は、戦前の「英語会話講座」
「実用英語会話」テキスト（1934-1939）に掲載されている
のは、ほぼ英文のみであることである。戦前のテキストは基本的に講師が読み上げる英語台本であ
り、日本語訳、発音表記、語注、読者からの質問欄といった教育的要素はほとんど存在しない。二
つ目は、上記の要素のうち、日本語訳、カタカナによる発音表記、語注を備えたテキストとして登
場したのが、戦後まもなく発行された「実用英語会話」テキスト（1945）であったことである。三
つ目は、それまで場面別の構成が多かったテキスト本文をあらためた上で、語注をさらに充実させ、
「質問箱」という欄を設けたのが平川唯一「英語会話」テキスト（1946-1951）であったことであ
る。このような「英語会話」テキストの変遷の分析は、今後の基礎研究資料となりうるものである。
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研究発表 III-3

第2日

14:00〜14:30

軽井沢夏期大学における英語講習会
江利川春雄（和歌山大学名誉教授）

1910 年代以降、制度化された学校の外でも大学レベルの英文学、英語学、英語教育を学ぶ機会が
提供され、教員再教育の機能も果たしていた。その先駆である「軽井沢夏期大学」を事例に、社会
教育としての高等英語講習会の実態に迫りたい。
1917（大正 6）年に長野県で信濃木崎夏期大学が、翌年には軽井沢夏期大学が開講された。大学
の名を冠した日本初の社会教育事業で、今日まで 100 年以上の歴史を有する。両者のうち英語講座
に重点を置いたのが軽井沢夏期大学で、文化講座、生産科学講座、社会講座、課外講座などと共に
教員、学生、一般市民に大学レベルの教育機会をもたらした。
主催は「通俗大学会」で、1915（大正 4）年に政治家の後藤新平が、学者と世俗の隔壁を除去す
る「学俗接近」をめざして設立した。総長は後藤新平、会長は新渡戸稲造、実務担当の信濃通俗大
学理事が伊藤長七（東京高等師範学校附属中学校英語科教諭）だった。伊藤は「新渡戸、神田〔乃
武〕両氏を始めとし避暑中の外人等を講師とし主として英語を教授し他に避暑滞在中の内外名士に
依願し科外講演を行う計画」
（1918）であると述べている。
軽井沢夏期大学は、戦前は 1918（大正 7）年から 1934（昭和 9）年まで 17 回開催され、会期は
平均 11.1 日、1927（昭和 2）年からは文部省の後援を得た。内容は過半数が英文学、次いで英語
学、風物知識、英作文、英語教授法などだった。講師は市河三喜（東京帝大）、Glenn Shaw（山口
高商・大阪外語）
、土居光知（東北帝大）
、石川林四郎（東京高師・文理大）、新渡戸稲造（農学・法
学博士）などの第一人者が担当した。
戦後は 1949（昭和 24）年に再開され、英語講座の責任者は岩崎民平（東京外語）で、会期は平
均 3.3 日に短縮された。内容的には英語教育の比重を大幅に高め、1950（昭和 25）年には英語教員
免許状取得のための認定講習の機能を備えた。講師は岩崎民平、羽柴正市（東大）
、小川芳男（東京
外語）、岩田一男（一橋大）
、佐々木達（東京外語）、山田和男（一橋大）などである。ただし、大学
の講義に準じていた「英語講座」は、1975（昭和 50）年の第 27 回からサロン風の｢英会話｣に改め
られ、1979（昭和 54）年から初級・中級別の「英会話ゼミナール」となって現在に至っている。大
学進学の普及による社会教育機能の変化と、英語アカデミズムの軽量化を反映していると言えよう。
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参加型シンポジウム「英語教育史研究の諸問題 Ⅱ」

第2日

14:45〜16:15

【話題提供】
今、あらためて問う、英語教育の意義
榎本剛士（大阪大学）
小林大介（静岡市立高等学校）

何のために、英語を学ぶのか。なぜ、英語を学ばなければならないのか。
この問いは、先人から脈々と受け継がれてきた、日本の英語教育における伝統的な問いであると
言っても過言ではないだろう。しかしまた、時代の中にいったん身を置けば、この問いは常に新し
く、次の時代や実践を切り拓くための原動力でもあるのではないか（まさに今、「AI」や「機械翻
訳」を前にしたわれわれが、英語教育の存在意義の再考を迫られているように）
。本「参加型シンポ
ジウム」では、異なる場所で英語教育と英語教育史の研究に携わる榎本と小林が、マクロ・ミクロ
の両視座から「二本立て」で問題提起を行い、それらをきっかけとして、この「古くて新しい問い」
に様々な角度から、参加者全員でアプローチしてみたい。
まず、榎本による問題提起は、
「英語教育の意義」という発想そのものに向けられる。
「英語教育
の意義」と言ってしまった時点で、われわれの思考は、英語教育そのものを前提とし、英語を学ん
だり教えたりすることに備わっているに違いない何らかの価値を発見しようとする枠組みにとら
われてしまうこともあるのではなかろうか。ここから、特定の視点から為される「英語教育の正当
化」をこえていくために、
「英語教育はどのような社会の中で生まれ、社会（および、そこで暮らす
人々）に対して何をしているのか」という問いを同時に発することの必要性を投げかける。
次に、小林からの問題提起は、英語教育に携わるわれわれ「個人」に焦点を当てたミクロの視点
から行うものである。榎本による問題提起を踏まえた上で、それでも英語教育に携わる者は、日々
の研究や実践の中でそれぞれの持つ英語教育観を拠り所として、英語教育の方向性を直接的あるい
は間接的に指し示すことになる。そこで、われわれの活動には特定の視点が入り込むことを前提に
「あなたの考える英語教育の意義とは何か」という問いを発し、参加者の実践知や教育観の共有を
試みる。それにより英語教育の多様性を認識するとともに、今後の英語教育を見据える手がかりを
得られるのではないだろうか。
最後に、きっと二つだけ、言えることがある。一つは、冒頭で示したような問いに「正しい答え」
など存在しないこと、もう一つは、歴史的視座を欠いては、その問いに十全に向き合うことは恐ら
くできないことである。その意味で、本学会がこれまでに蓄積してきた知見の価値は計り知れない。
同時に、本学会がこれまであまり光を当ててこなかった「意義」の諸側面にこそ、英語教育史研究
の新たなフロンティアの一つがあるのかもしれない。

11

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
日本英語教育史学会第 38 回全国大会（オンライン）発表要旨集

発行日

2022 年 5 月 14 日

発行者

日本英語教育史学会第 38 回全国大会（オンライン）実行委員会

発行所

日本英語教育史学会第 38 回全国大会（オンライン）実行委員会事務局
〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町 1-8
大阪大学大学院人文学研究科 榎本剛士研究室

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

