日本英語教育史学会
第 37 回全国大会（大阪大会）

発 表 要 旨 集

期 日：2021 年 5 月 15 日(土)・16 日(日)
会 場：オンライン開催

日本英語教育史学会

記念講演

第１日

13:40〜15:10

「国際英語」教育の研究における歴史的考察の意義
日野信行（大阪大学大学院言語文化研究科教授）

本講演者は歴史学や英語教育史の専門家ではなく、日本英語教育史学会で講演を務めさせていた
だくのは厚顔の極みである。しかしながら、歴史を専門としない者にとっても、教育に関して歴史
に学ぶことの重要性は明らかである。本講演では、自分の英語教育の研究と実践において歴史的な
視点をどのように生かそうとしてきたかについて語ることにより、わずかでも貢献を成すことがで
きればと願う。
いわゆる「国際英語」
、あるいは EIL (English as an International Language)、WE (World Englishes)、
ELF (English as a Lingua Franca) 等の概念で呼ばれる言語観を英語教育に応用することが、自分
の長年のテーマである (Hino, 2018)。この立場は、国際コミュニケーションにおける自己表現のた
めに非母語話者を母語話者の言語的・文化的規範から解放することを意味する。この主題において、
たとえば下記の 4 点について考察するためには、歴史的な分析が必要である。
1) 言語・文化・教育に関する日本人の伝統的な価値観（英語母語話者の価値観ではなく）に対応
するような英語教育の方法論を開発する 2) 英語に対する日本人の言語態度の変化に照らし、日本
人は英語とどのように向き合うべきかを考える 3) 非母語話者としての自己表現や非母語話者間
の意思疎通の媒体としての言語使用に関する日本人の経験から学ぶ 4) 世界における英語以外の
国際語の例から国際英語の教育のあり方への示唆を得る。
本講演では、
「国際英語」教育の理念の概略についてまとめた後、上記の切り口を中心に、自分な
りのささやかな取り組みについてお話ししたいと考えている。

［文献］
Hino, Nobuyuki. (2018). EIL education for the Expanding Circle: A Japanese model . London:
Routledge.
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研究発表 I-1

第１日

15:20〜15:50

戦前日本の英語教育における教科横断的要素（CLIL）について
二五義博（海上保安大学校）

ここ最近、日本でも初等教育から高等教育に至るまで、英語を習得する有効な指導法として CLIL
（内容言語統合型学習）の考えを取り入れる学校が増えつつある。CLIL とは、算数、理科や社会
科などの他教科内容あるいは専門分野を活用して、思考や協学（または文化）の要素も取り入れな
がら、効率よく内容と言語の両方の習得を図るものである。すなわち、学習者は、日頃から他教科
で接するオーセンティックな教材や、大学であれば彼らの専門分野の内容を利用する外国語学習を
することによって、内容への興味・関心が高まり、協同での内容への思考活動も可能で、さらには
現実に即した、あるいは将来の専門に役立つコミュニケーション活動が行えるのである。
CLIL は 1990 年代のヨーロッパに起源を持つとされ、日本で CLIL の授業をデザインする際に
も、海外の先進的とされる実践例から学ぼうとするものが多いが、発表者は、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と考えている。CLIL という用語は使用していないに
せよ、日本の過去の英語教育に同様の実践例は本当になかったのか。そこで本研究では、戦前に実
施された初等および中等の英語教育に目を向け、主として歴史の視点から、CLIL あるいは他教科
内容を活用した実践例の考察を行いたい。
本発表では、まず、一昨年の全国大会での発表に引き続き、明治時代の小学校用国定英語教科書
である文部省著 The Mombushō English Readers for Elementary Schools『小学校用文部省英語読本』
全３巻（明治 41〜43 年）および教師用指導書である『小学校用文部省英語読本巻一教授書』
（明治
42 年）を研究対象としながら、他教科内容（算数、理科、社会科など）と言語の両面からの考察を
行う。具体的には、前回ほとんど取り上げることができなかった実技教科の内容にも焦点を当てた
い。一例を挙げると、
「色」をテーマとした図画の内容（第 2 巻 29 課）では、物体の色や２種類の
色の組み合わせによりどんな色が作られるかを学びながら、色に関わる用語や最上級の言い方を習
得することが目指されている。そして次に、枩田與惣之助著『英語教授法綱要』
（明治 42 年）及び
『英語教授法集成』
（昭和 3 年）の英語教育論をもとに、英語科と他教科との関係がいかに強調さ
れていたかを明らかにする。
本研究は国定英語教科書や英語教授法書の分析を通して、CLIL については海外からだけでなく
日本の過去からも学ぶべき点が多いことを示唆するのが主目的なのである。
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研究発表 I-2

第１日

15:50〜16:20

文部省主催中等英語教員講習の史的研究（その 1）
孫工季也（京都大学大学院人間・環境学研究科博士後期課程）
江利川春雄（和歌山大学名誉教授）

文部省主催の中等英語教員講習は、
「教員の学力を補足し且つ之をして教授法に習熟せしむる」
目的で、1896（明治 29）年の第 1 回から 1952（昭和 27）年の「教育指導者講習・英語科教育」
（IFEL 講習）まで、英語関係の知識・理論・方法の教授を通じて英語教員の力量形成に寄与した。
本発表では、竹中（1995）
、松村（2011）
、江利川（2018）などの先行研究を踏まえ、講習が英語
教員育成史および英語教授法史に果たした役割を解明するために、①実施日程と会場、②講師と受
講対象、③テーマと内容などの基礎データを『官報』
『文部省年報』の公式記録、
『英語青年』
『中外
英字新聞』等のメディア、関連出版物などから収集し、全体像の解明に迫りたい。その上で、各講
習会の内容を分析・考察し、講習の特徴と今日的な示唆の抽出をめざす。
講習会は夏期休暇等を利用し、全国から派遣された教員に集中講義を施したもので、講師はハワ
ード・スワン、岡倉由三郎、斎藤秀三郎、ハロルド・パーマー、杉森此馬、茨木清次郎、石川林四
郎、村井知至など一流の英語教育者が務めた。講義内容は、英文学、英語学、英語教育、風物教授、
授業実地指導など多彩で、開催校の講師がそれぞれの専門性を発揮した場合が多かった。それらの
講義概要は、しばしば『英語青年』や『中外英字新聞』などの雑誌を通じて全国に伝播され、また
一部は単行本として刊行されることで、全国の英語教員に大きな影響を与えた。
文部省講習は中等教育の普及を背景に次第に盛んになり、同一年度での複数回開催や、同一開催
日程での複数会場開催など、戦後直後までに 50 回以上が開催された。当初は東京と広島の高等師
範学校で開催されることが多かったが、金沢、大阪、熊本などの各地の官立学校で開催されるよう
になり、内容・形態も多様化した。ただし、その多くは東京開催であった。1937 年の日中戦争後に
は「支那語」
（中国語）の講習が加わり、また 1943 年には「大東亜戦争と英語教育」の講習が開催
されるなど、国策や時局を反映する側面を有していた。
中等英語教員講習には文部省主催以外に、①東京・広島の高等師範学校の独自講習、②帝国教育
会主催の講習、③国民英学会・正則英語学校主催の講習、④英語教授研究所主催の講習、⑤地方行
政機関による講習など多彩であった。今後の全容解明が俟たれるが、本発表は文部省主催講習に限
定する。
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研究発表 I-3

第１日

16:20〜16:50

しのぶぐさ

福島プランにおける Palmer の Oral Method の影響：
『信夫草』の磯尾哲夫の記述から
小林大介（静岡市立高等学校）
田邉祐司（専修大学）

「受験」と「実用」の両面に対応できる英語力を育成した教育実践が昭和のはじめに存在した。実践
の一つが旧制福島県立福島中学校（現、福島県立福島高等学校。以下、福島中と略）における「福島プ
ラン」である＊（青木, 1932）
。
プランは当時、Harold E. Palmer（1877-1949）の Oral Method を応用することで成果を挙げたと言
われた（寺西, 1933）
。しかし小篠（1995）が「この指導法には Palmer の技法も一部含まれているが、
特に Palmer の技法が集中的に使用されているという印象を与えるほどのものではない」と述べるよう
にプランは Palmer の Oral Method の理論を採り入れただけの単純なものではなかった。
この観点からプランでは生徒の学習効果を高める手法が加えられていたのではないかという仮説を
立て、認知心理学の理論を援用しながら解明を試みたのが小林（2011）であるが、プランでは Palmer
の Oral Method をどの程度使用したのかという研究の課題が残った。
本発表では福島中の英語教師のリーダーだった磯尾哲夫（1901-1967）がプラン遂行中に英語学習に
ついて記した「英語学習に就いて」
（
『信夫草』第 34 号）と「英語学習法と受験準備について」
（『信夫
草』第 38 号）という論考を手がかりに、Palmer の Oral Method とプランの実践を比較し、福島プラン
における独自性、すなわち福島中独自の「編集」技法に迫ることを目的とする。
＊福島プランの正確な実践期間は不明であるが、おおよそ 1930（昭和 5）年から 1936（昭和 11）年の間と考えられてい
る。しばしば対比される湘南メソッドは 1916（大正 5）年 1939（昭和 14）年とされている（伊村, 1997；庭野, 2008)。

参考文献
青木常雄. (1932).「福島中学校参観記（一）」
『英語の研究と教授』1, 第 5 号. 東京：興文社.
磯尾哲夫. (1932).「英語学習に就いて」
『信夫草』第 34 号. 福島中学校校友会.
磯尾哲夫. (1935).「英語学習法と受験準備について」『信夫草』第 38 号. 福島中学校校友会.
伊村元道. (1997).『パーマーと日本の英語教育』東京：大修館書店.
小篠敏明. (1995).『Harold E. Palmer の英語教授法に関する研究：日本における展開を中心にして』広
島：第一学習社.
小林大介. (2011).「英語教育に関する史的一考察：
『福島プラン』に見る『受験』と『オーラル』の融合」
専修大学大学院文学研究科修士論文.
寺西武夫. (1933).「福島中学英語科授業参観記」I.R.E.T. Bulletin, 93.
庭野吉弘. (2008).『日本英学史叙説：英語の受容から教育へ』東京：研究社.
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研究発表 II-1

第2日

13:00〜13:30

村井知至・難波農夫雄『新式英語自修全書』に見る教育的まなざし
上野舞斗（四天王寺大学）

英語教育が実質的な「国民教育」となったのは戦後に入ってからのことであり、戦前は限られた
数の者しか学校での英語学習の機会を得なかった。しかし、制度化された学校の埒外にいた者にも
英語学習の道は拓かれていた。独習書や通信教育教材、レコード教材、ラジオ講座などによって大
衆が英語に触れる機会があったのである。戦後に英語教育が大衆化することに鑑みると、こうした
教材は現代の我々に多くの示唆を与えてくれるだろう。さらに、独習書や通信教育教材の講師・執
筆者には、いくつかの先駆的な研究が明らかしているように、岡倉由三郎や山崎貞など錚々たる名
前が散見され、諸氏の英語教育論がどのように具体的に教材に具現化されているかなど興味のある
ところである。
今回は、1917（大正 6）〜1921（大正 10）年にかけて出版された『新式英語自修全書』シリーズ
（全 6 巻）を取り上げる。本シリーズの書誌情報は以下のとおりである。

村井知至・難波農夫雄（1917）
．
『新式英語自修全書：初学者の為めに』博多成象堂．
村井知至・難波農夫雄（1917）
．
『新式英語自修全書：英語研究者の為めに』博多成象堂．
村井知至・難波農夫雄（1918）
．
『新式英語自修全書：新英語読本』博多成象堂．
村井知至・難波農夫雄（1918）
．
『新式英語自修全書：英文法の新研究』博多成象堂．
村井知至（1921）
．
『新式英語自修全書：英文法研究者の為めに』博多成象堂．
村井知至（1921）
．
『新式英語自修全書：英文の作り方』博多成象堂．

筆者の一人である村井知至（1861〜1944）は、国民英学会、日本女子大学などを経て、1899 年
に東京外国語学校教授となり、以降 20 年間、東京外語で教鞭を執った。業績としては、1916 年に
A. W. Medley とともに著した English Prose Composition
（のちに New Art of English Composition）
がよく知られている。
発表内では、その村井が独習者を対象として著した『新式英語自修全書』シリーズに施された工
夫、教育的配慮にはどのようなものがあったのか、教科書などに現れたそれとどのように異なるの
か、村井の英語教育論・学習論がどのように具現化されているかなどについて紹介し、考察を加え
たい。
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研究発表 II-2

第2日

13:30〜14:00

『英文法汎論』以前の日本の英文法書・英語教科書に見られる「2 重目的語」
：
列記から分類・形式化まで
川嶋正士（日本大学）

日本の英語教育で現在普及している「5 文型」は、1917 年に細江逸記が刊行した『英文法汎論』
において提唱された「文の公式」の分類と編成を源流とすることが定説である。
「5 文型」は、目的語の有無で弁別される他・自動詞のほかに主格補語、目的格補語、間接目的
語を要素としてとる動詞が述部を形成することで成り立つ。
本学会の昨年度の研究例会（第 280 回）で、日本で著された英文法書・英語教科書における補語
の初出と発展について考察した結果を発表した。
今回は、複他動詞が 2 重目的語を必要とすることを初めて紹介した文献はどこまで遡上できるか
と、複他動詞を含む 5 種の動詞列記されるようになった後に、どのように分類され、文の形式化に
組み込まれたかについて調べてみる。
Indirect Object という用語を用いて動詞が 2 種の Objective Case を必要とするという記述は
Cox (1880) に見られる。しかし、この記述は名詞を品詞解析した箇所に見られたもので、統語的
な分析はなされなかった。
その後、述部の統語分析が発達する中で、複他動詞が他動詞と異なるものとして分類されるよう
になってきた。
『英文法汎論』以前に複他動詞と 2 重目的語がどのように示されていたのかと、こ
のことに影響を与えた海外の英文法書について新規な知見を示したい。
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参加型シンポジウム「英語教育史研究の諸問題」

第2日

14:10〜15:40

【話題提供】
アーカイブの重要性：コロナ禍のもとでの英語教育
馬本 勉（県立広島大学）

私たちは今、
「コロナ禍」と呼ばれる日常を過ごしている。2020 年 2 月末、小・中・高等学校に
全国一斉の臨時休校要請が出されて以来、全国の学校に大きな変化が訪れた。英語教育もまた同様
である。歴史的に見れば、令和 2 年度は本来、小・中・高と順次施行される新たな学習指導要領の
もとでの英語教育に注目が集まる年であった。しかし「コロナ禍」は人々の生活様式に変化を求め、
英語教育の現場も指導要領に伴う変化どころではなくなった。現在のコロナ禍における大きな変化
は、やがて「英語教育の大転換」と呼ばれるようになるかもしれない。歴史をテーマとする学会の
構成員である私たちは、将来その検証を行うために、今このときを、しっかりと記録にとどめてお
きたいものである。
参加型シンポジウム「英語教育史の諸問題」は、今年度の全国大会を企画する中で生まれた新た
な試みである。その初回はオンライン開催となった今回の全国大会において、「アーカイブの重要
性：コロナ禍のもとでの英語教育」をテーマに行う。
まず、広く記録を保存する仕組みとしての「アーカイブ」であるが、歴史研究におけるその重要
性は言を俟たない。図書館、文書館、資料館、博物館など、私たちが訪れ、そこで保管・整理され
た資料の恩恵に浴することが研究の第一歩と言えるかもしれない。しかしコロナ禍のもとではそれ
もままならない。この窮地を救ってくれるのもまたアーカイブである。背景にはデジタルアーカイ
ブの急速な進歩がある。私の研究に関して言えば、国立国会図書館デジタルコレクション、古典籍
総合データベース、そして Internet Archive は欠かせない。
アーカイブとコロナ禍との接点は、授業のオンライン化に伴う教材利用のあり方にもおよぶ。ネ
ット上にアーカイブされたテキストや映像を教材として利用する英語教育実践も多いことだろう。
一方で著作権への配慮も重要である。2020 年 4 月には授業目的公衆送信補償金制度がスタートし、
2021 年 1 月には違法にアップロードされたコンテンツのダウンロードを違法とする改正著作権法
が施行された。コロナ禍によって一気に加速した感のある教育のデジタル・トランスフォーメーシ
ョン（DX）において、理解しておくべきことは多い。
本シンポジウムでは、
「コロナ禍のもとでの英語教育」において、アーカイブをどう有効利用す
るかという視点と、現在行われている英語教育実践をどうアーカイブするかという視点から、令和
2 年度に行った筆者の実践を話題として提供する。その後、参加者とともに議論を深め、アーカイ
ブを軸としたコロナ禍との向き合い方を考えていきたい。

8

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
日本英語教育史学会
第 37 回全国大会（大阪大会）
発表要旨集
発行日

2021 年 5 月 15 日

発行者

日本英語教育史学会第 37 回全国大会（大阪大会）実行委員会

発行所

日本英語教育史学会第 37 回全国大会（大阪大会）実行委員会事務局
〒560-0043 大阪府豊中市待兼山町 1-8
大阪大学大学院言語文化研究科 榎本剛士研究室

//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
9

