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「実用英語教育」偏向への批判的考察

奥　井　　裕

1. はじめに

　1990年代の中頃より、大学での英語教育の主流は、教養英語（文学作品
や評論を講読する文法・訳読式の授業）からコミュニケーション重視の実用
英語に移った。従来の英語教育が訳読に偏っていたことを考えると、実用
面が取り入れられたのは歓迎すべきことだった。またその結果、教養英語
と実用英語が補完し合う形で共存したとするならば、より望ましい英語教
育も可能な筈だった。ところが事態は一方の極端からもう一方の極端に移
っただけで、実用面に偏向した今日の英語教育の弊害は深刻である。本稿
ではその弊害を指摘し、大学に於けるあるべき英語教育の姿を提示したい。

2. なぜ教養英語は衰退したか

　かつては大学の英語の授業と言えば、文学作品と評論の訳読が普通だっ
た。訳読式教授法の歴史について本稿で触れる余裕はないが、1970年代ま
では英語教育にそれほどの実用性が求められていなかったこともあり、こ
のやり方で表面的には問題はなかった。ところが1980年代に入ると、本格
的な国際化の時代を迎え、社会や学生の英語に対する要求も多様化した。
その結果、文学作品や評論の講読だけでは最早不十分となり、1990年代以
降、教養英語の授業枠がある程度削られるのは止むを得ないことだった。
以下の引用は 2000年 6月 19日付の読売新聞から抜いたものである。

　東京大でも、1993年には学内の英語教育改革に乗り出し、必修の 1､ 2年の
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英語では、文学作品などの訳読に偏っていた授業を改め、宇宙や遺伝子の話題
や映画論を取り上げたビデオ教材をもとに進める120人規模の授業と、「作文」
「聞く・話す」「多読・速読」など技能別に分けた 15~40人のクラスによる授業
を交互に行うようになった。多くの国公立大学も程度の差はあれ、こうした取
り組みをしている。だが、同大の岡秀夫教授（応用言語学）は「自分の意見を
きちんと表現できる『発信型』になっておらず、まだまだ『受身型』の英語だ」
と手厳しい。

　というわけで90年代以降、英語の授業は次第に実用色、実践色を強めて
いくことになった。
　しかし、このような流れだけが今日の教養英語の衰退を招いたのではな
い。文科省の愚民化政策による若い世代の著しい学力低下（これは難解な英
文の読解には致命的である）。「使える英語力」が習得出来ない理由を「文
法・訳読式」に帰結させる誤った社会風潮。またそれを安易に是認し、実
用一辺倒を強いる文科省の圧力（文科省が文法や精読も重視するといった提
議をしたことがあるだろうか）。更に一部の（と言っても決して少数ではな
い）実用系英語教員の教養英語に対する弾圧―これらも無視出来ない要因
である。
　教養英語を担当した英文学専攻の教員側にも問題があった。教科書の注
釈と言えば、肝心な所には付いていないのが「常識」だったが、これに意
義を唱える者など殆どいなかった。研究の方に目を移すと、原典は分かる
のに、それを扱った論文や研究発表はさっぱり分からないということも日
常茶飯事だった。この状態は改善されておらず、「理解できない度合いが高
ければ高いほど、名のある学術誌のレフリー付き論文であったという皮肉
な現象」（高橋 2009:280）が今も続いている。教養英語の場合、注釈・論文・
研究発表は、いずれも担当者の授業内容を写し出す「鏡」のようなもので
ある。これらが出鱈目な教員が優れた授業をすることなどあり得ない。ま
たそのような教員が多数派であれば、有益且つ内容ある授業など望むべく
もない。実際、工夫のない「訳読」だけの授業が幅を利かせていた。加え
て音声面や会話などの実用面は不当に軽視された。1970年代までは、文学
作品を扱った教科書で音声教材付きのものは殆どなかったのである。
　語学的にも内容的にも役立たない授業が横行すれば「教養英語不要論」
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が出るのも当然である。勿論優れた注釈、卓越した論文や研究発表、そし
て教養英語の本質に迫る優れた授業もあったが、周りは多数派を見て判断
する。教養英語を擁護する渡部昇一氏や斉藤兆史氏らの声が生かされない
のも、それまでの英文学界の実績がひどすぎたからだ。少なくともそれが
一因になっているのは間違いない。しかし、教養英語は本来実用的にも役
立つものであり、英語力のみならず国語力（論理的思考力）などを習得する
上でも有効である。このことは強調しておく必要があろう。

3. 今の実用英語教育は成果を出し得るか?

　大学の英語教育が教養から実用中心のカリキュラムに変わって10年以上
の歳月が流れた。教員も英語教育や応用言語学専攻の人達が多数派になり
始めている。しかし今のところ全体的には目立った成果は出ておらず、そ
れどころか様々な弊害が噴出している。本章ではこの問題について述べ、
今の実用英語教育が（企業が求め、文科省が提唱する意味での）「使える英語
力」を習得させることが出来るのかということについて考えてみたい。

3.1. 愚劣な教材の横行
　大学で使われる実用系の英語教材には愚劣で幼稚なものが驚くほど多い。
特に会話・リスニング系がひどい。若い女性がラスベガスのスロットで大
当たりして、黄色い声で大はしゃぎする場面を含む某リスニング教材（これ
はベスト・セラーであるばかりでなく、指定教科書としても使われている）
など呆れ返るものが目白押しである。総合教材でも「現代のポップ・カル
チャーの最前線を若者の視線で鮮やかに活写。マンガやファッション、ス
ポーツなど、大学レベルの学習者が興味を持つ身近なトピックを、色鮮や
かな写真、図版とやさしい英語で提供」（某教科書出版社の目録）といった
馬鹿げた教材が次々と出版されている。加えてビデオを見るだけで授業の
大半が費やされるもの、効果音やイラスト、或いはキーワード一つで解答
可能な問題を多数含む劣悪な教材も多い。
　読解系教材にしても悪文だったり、論旨が不明確だったりするものが目
立つ一方、学生の知的好奇心を掻き立てる内容のものは少ない。「だからど
うなのだ?」といった類のものばかりである。TOEICなど試験対策系の教
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材は目的がはっきりしているので、内容的に愚劣なものは少ないが、如何
に小手先の技術で点を掠め取るかということに主眼が置かれているものが
多く、本質的な英語力の向上に寄与するものはあまり見られない。時事英
語系の教材も比較的まともだが、これにしても注釈や練習問題などに欠陥
のあるものが多い。
　実用系の英語教材について全体的に言えるのは、市販の各種総合英語雑
誌、例えば『ENGLISH JOURNAL』（アルク）や『CNN ENGLISH EXPRESS』
（朝日出版社）、『TOEIC Test プラスマガジン』（リント）などの方が質、量
ともずっと優れているということである。最近は中学英語からやり直す基
礎英語教材も次々と出ているが、こちらも市販の英文法書、例えば『総合
英語 Forest』（桐原書店）などの方に軍配が上がる。これらを確かめたけれ
ば、各分野の売れ筋の大学英語教科書上位20冊を集めて比較検討するとよ
い。
　教科書は、それを作った人、或いは（指定された場合を除いて）採用した
人の授業を写し出す鏡でもある。従って劣悪な教材の氾濫は劣悪な授業の
横行を意味する。しかも事態は教養英語が中心だった頃よりも深刻だ。教
養英語で使われる教材は、文学作品や本格的な評論だったので英文の質は
高く、学生が学ぶに相応しい普遍的内容があった。故に注釈が劣悪でも、
工夫次第で有益な授業をすることが可能だった。しかし、英文の質・内容・
練習問題とも劣悪では打つ手がない。それはどんな名コックでも腐った素
材では料理出来ないのと同じである。劣悪な教材を用いれば授業も劣悪に
ならざるを得ない。従って教科書から見た場合、全体的には今の実用英語
教育で「使える英語力」を習得させるのは困難である。語学的にも内容的
にも劣悪な授業が横行すれば、不要論が出るのは実用英語の場合も同じだ。
現状ではそれほど遠くないうちに中村敬氏の「大学の英語必修廃止論｣（1）  

（読売新聞、2003.9.26. これ以降、年月日のみの表示は同新聞からの引用）
のような意見が噴出することも考えられる。 

3.2. 「英語の授業は英語で」の弊害
　最近「英語の授業は英語で」という要望が各方面から出ており、文科省
もこれを積極的に推し進めている。既に文科省（2001年までは文部省）は、
1999年 12月には「大学を卒業すれば英語でコミュニケーションをとるこ
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とができる社会を確立することを目指し、中学・高校・大学での英語教育
の指導方法を抜本的に見直す方針を固め」（1999.12.30.）、2003年には「「英
語が使える日本人」を育てるための行動計画を策定。08年までの 5年間で
（中略）中学・高校の英語授業の大半を英語で行うことを目標に掲げた」
（2005.7.18.）。これは頓挫したが、2008年 12月に発表された高校学習指導
要領改訂案（2013年 4月実施予定）でも「（英語の）授業を実際のコミュニ
ケーションの場とすると明記し」（2008.12.23.）、「高校での英語の授業を基
本的に英語で行う方針を打ち出している」（2010.6.21.）。こうした流れに呼
応する形で 2000年以降、大学でも実用英語教育に急傾斜するようになり、
統一カリキュラムを組んだり、英語の授業を英語で行ったりする大学（学
部・学科）が増えてきた。
　授業中に「英語を英語で考える」機会を設けるのはよいことである。し
かし普通のクラスでは「英語の授業は英語で」に固執すべきではない。こ
のやり方にも欠点や弱点はある。その例として神奈川県立大和西高校の場
合を挙げる。同校は 2010年現在、偏差値 55前後の中堅上位校で、「2006
年、文科省から英語教育の重点校指定を受け、英語による授業を取り入れ」
ている（2008.12.26.）。ここの生徒の学力は、英語力に関しては所謂中堅以
下の大学の学生と大差ない（中堅以下の大学では中学英語もあやふやな学生
が多数を占める）ので、高校・大学共通の問題として参考になろう。

　村越亮治教諭は、黒板に蝙蝠、蛭、蚊の写真を貼り付け ‘Which are you the 
most familiar with?’と質問する。生徒達は familiarという単語を未習得なので答
えられない。村越教諭はすかさず ‘Which do you know the best?’と中学レベル
の単語に言い換えた。今度は生徒達から反応が返ってきた。教諭はしてやった
りの表情。新たに一つ英単語を覚えさせたとの確信からだ。村越教諭は「易し
い単語を使うように心がければ、英語での授業は決して難しくない」と言い切
る（2008.12.16.要旨）。

　まず第一にこの方法で未知の単語を教える場合、その都度易しく言い換
える必要があるので非常に効率が悪い。従って授業で習得出来る単語の数
は大幅に減る。語法や文法、構文、多義語などの説明も英語だけでは困難
なので、授業の水準も落ちる（中堅以上の大学でもこれと同じことが起こり
得る）。因みに [be] familiar [with]は「［~に］馴れ馴れしい」という意味で
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も使われるので一緒に覚えさせたいが、上記の授業ではそれも困難である。
それならば日本語で「familiarは元 「々family（家庭）の」の意だが、そこか
ら「打ち解けた、馴染み深い、よく知られた、ありふれた、くだけた、馴
れ馴れしい」などの意味も生まれた」といった説明を加えた方がよい。特
に多義語を習得させるには、まず単語の中心的な意味（本義）を教え、そこ
から派生的な意味（文義）を理解させると効果的なので、日本語で説明した
方がずっと効率がよい。その際、例えば接頭辞のco-系列が基本的にはwith, 
together, joint[ly]という意味を表すことなどを習得させると一層効果が上が
る（coeducation, combatなど）。これは単語の綴りからある程度意味を類推
出来るようにする上で極めて有効だし、熟語の習得にも応用可能だ。語句
を「英語で理解させる」ことにも繋がる。類語や類似表現の微妙な意味の
違い（例えば I’m tired.と I’m exhausted.など）への関心を高めることも可能
だ。
　要するに日本語を介しても「英語を英語で考える」素地を作ることは出
来るのである。また日本語を介すれば、内容的に難しい英文でも分かりや
すく解説出来るが、英語だけでは不可能に近い。故に普通のクラスで「英
語の授業は英語で」に固執すると、内容的にも平易な教材に頼らざるを得
ず、語学力だけでなく読解力（論理的思考力）の低下さえ招く。所謂進学校
が「英語の授業は英語で」に比較的消極的な理由もそこにある。このやり
方で最も打撃を蒙るのは読解と文法の授業だが、会話・リスニング系や総
合系も例外ではない。ついでながら英語だけで授業を行うと、教科書の本
文は勿論、授業の内容を学生がどの程度理解しているのかも把握しにくい。
英語で質問出来ない学生は取り残されてしまう（大学でも同じことが起こ
る）。要するに普通のクラスで「英語の授業は英語で」を徹底するのは無理
なのである。その無理を押し通そうとするから、教材の英文・内容とも幼
稚化が進み、効果音やイラスト、或いはキーワード一つで解答可能な問題
を多数含む愚劣な教材が氾濫することにもなる。
　但し授業中に適宜「英語の授業は英語で」の機会を作ることは必要であ
る（その意味でも大和西高校の例は参考になる）。特に会話・リスニング系
の授業では積極的にその機会を設けるべきだろう。本稿は、普通のクラス
で「英語の授業は英語で」を徹底したり、実用英語に固執することには反
対の立場だが、これらを否定するものではない。次項では、「特殊な状況下
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では」という前提条件は付くものの、「英語だけの授業」が顕著な成果を出
す場合について述べる。

3.3. 英語だけの授業が顕著な成果を出す場合
　その代表的な例として、まず始めに2004年に開学した国際教養大学の教
育方針を挙げる。この大学では「日本人対象の授業は全て英語。（中略）1
学年を 100人程度に限定し、少人数教育を徹底。新入生には外国人留学生
と一緒の寮生活を、全学生に 1年間の海外留学を義務づけ、日常的に異文
化が体験できる工夫をしている。成績評価も厳密だ。（中略）1期生のうち
4年間で卒業できたのは47.1%」（2009.3.4.）。しかも大学は「言葉の壁は乗
り越えられる｡（授業の）レベルは下げないし､（その）必要もない」（2008.4.29.）
という立場だ。同大学はセンター試験で85%程度の得点を要する難関校で、
学生も非常によく勉強する。それでこの卒業率だから、大学の教育方針の
厳しさが窺われると同時に、就職率がほぼ 100%というのも頷ける。
　宮崎国際大学の教育方針もこれに近い。「授業は専門科目を含めて全て英
語の上に、放課後も図書館や自宅で英語漬けの毎日になる。どの科目も受
講生は 20人以内という少数主義。教員の大半は英語圏出身で、2年前期ま
での 1年半は、全ての授業に科目専門と英語科の教員 2人が組んで指導す
る。更に英語圏諸国で 4ヶ月間の留学も必修だ」（1999.8.23.要旨）。引用し
た記事は古いが、この大学の教育方針は今も変わっていない。
　以上のように、徹底した少人数制、専門科目も全て英語による授業、レ
ポート・試験も全て英語、非常に厳しい単位取得基準、海外留学の必修な
どの諸条件が満たされる場合、「英語による授業」は顕著な成果を出す。即
ち企業と文科省が求める「使える英語力」の習得が可能である。要するに
両校の学生は「英語を学ぶ」というよりも寧ろ一日中「英語で学んでいる」
のだ。この他にも最近、国際関係や教養・比較文化系を中心に、英語だけ
で授業を行う学部・学科が新設されている。またその先駆けとして国際基
督教大学などの場合が挙げられるが、社会が英語に堪能な人材も求めてい
る以上、英語だけで授業を行う大学（学部・学科）は今後も増えるだろう。
また本気で「使える英語力」の習得を目指す学生は、そのような大学に進
学するか、独自に英語中心の生活を送ることになろう。それ自体は非常に
結構なことだが、問題は全ての大学がそのような教育をし、また全ての学
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生が英語漬けになる必要があるのかということである。

3.4. 英語を必要とするのは一部の人に限られる
　結論を先に言えばその必要はない。勿論英語の国際語としての重要性は
ここ 30年の間に高まったので、英語に堪能な方が将来の可能性は広がる。
従って特に若い世代は、英語は出来ないよりも出来た方がよい。しかし「絶
対に出来なければならない」というものではない。何故ならば日本人の場
合、今後も英語とはほぼ無縁で暮らす人達が圧倒的多数を占めるからであ
る。
　英語教育の変革を提唱し、それを進めている人達の多くはこの当たり前
のことが分かっていない。というのは、彼らは英語を必要とした人達だが、
それ故に自分達が比較的特殊な立場にある（あった）ことを忘れ、英語は全
国民に必修だと勘違いしているからである。「インターネットの普及など
で、これからは住む場所や職業に関係なく英語のコミュニケーションが必
要になる」（2000.12.7.）といった意見は、そのような勘違いに基づくものだ
が、妥当性を欠く。確かに英語が出来ればインターネットの利便性は高ま
るだろう。しかし、平均的な日本人は今後も殆ど日本語で使い続けるので
あり、英語は必須ではない。国内のインターネットから日本語が消えるこ
となど考えられない。「住む場所や職業と関係なく･･･」となると最早荒唐
無稽である。今後は日本人同士が商売をする時でも英語を使うと言うのだ
ろうか? 英語が出来なければ医者から病状の説明も受けられなくなる、家
族同士の会話も出来なくなるとでも言うのだろうか?「楽天」の三木谷浩
史氏は、社内の英語公用語化を打ち出した理由の一つとして、「楽天」が変
わることによって「日本の企業や一般家庭にも、「やっぱり（英語を）やらな
きゃいけない」という意識が広がるきっかけになればいいと思っている」
（『週刊東洋経済』2010.6.19.）と述べたが、これもまた「自分に必要｣ = ｢全
社員・全国民必修」といった論理の飛躍の典型的な例である。
　気になるのは、「今後は英語、とりわけ英会話は絶対出来なければならな
い」という考え方が強迫観念に近い形で広がり始めていることである。最
近、先の「楽天」や「ファーストリテイリング（ユニクロ）」などが英語の
社内公用語化を打ち出したこともあり、この傾向に拍車が掛かることが懸
念される。しかし英語を本当に必要とする日本人は今後も少数派なのであ
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る。大多数の日本人はそれほど英語を必要としない。第一「使える英語力」
を習得するのは至難の業の上に、その為に失うものが多すぎる。

3.5. 「使える英語」を習得することの難しさ
　最近学生から「日常（英）会話が出来るようになるにはどうしたらよいか」
「国際社会で活躍出来る英語力はどうしたら身に着くか」という質問をよく
受ける。こういう質問をする学生はそれほど本気ではないことも多いのだ
が、答えは、学習意欲を削がないように工夫はするものの、「英語漬けにな
るしかない」である。
　日常的に英語を使っているからこそ「日常英会話」なのであり、日常的
に日本語を使い続けて「日常英会話」を習得出来るわけがない。況して「国
際社会で活躍出来る英語力」の習得を目指すならば、一時的であれ日本語
を捨てるより他はない。TOEICにしても「スコアアップのためには、コミ
ュニケーション能力そのものをアップさせる必要があり、このことにまじ
めに取り組もうと思うと、学習環境、勉強のしかたからひいては日本語に
よる自分の言語生活そのものまで見なおさなければならない」のである（松
本 2001:3）。しかも習得したところで、英語環境から離れれば忽ち英語力
は落ちてしまう。程度は兎も角、マークス・寿子氏も指摘しているように、
「帰国子女でも実際は、帰国して 1年もたつと（英語が）できなく」なってし
まうのだ（1999.9.25.）。日本人同士が英語で会話する光景は、見ていて気持
ちのよいものではない。しかしそれも英語力を維持する為の懸命な努力の
一つである。他方、大学には長年日本に滞在しているにも拘らず、日本語
が殆ど使えない外国人の英語教員が大勢いるが、これは英語だけでも用が
足せるからだ。だから「日本語の習得」という辛い努力をしないのである。
　以上のことから見ても、普通の英語の授業で学生に「使える英語力」を
習得させるのは不可能だということが分かるだろう。切実な必要性がなけ
れば、日本で暮らしている外国人でも日本語を習得出来ないのに、日本で
暮らしている日本人の学生に、週数回の授業だけで「使える英語力」を習
得させるというのは無理な話だ。英語の授業を英語で行ったところで、1
日の 9割以上を日本語で過ごしていて、どうして「日常英会話」が習得出
来よう。また週 1~2回のリスニングの授業だけで「使える聴解力」が習得
出来れば誰も苦労しない。「使える英語力」は、切実な必要性とよほど強い
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目的意識がない限り、習得出来るものではない。カリキュラムを実用英語
に統一して「英語の授業は英語で」を徹底したところで、どうこうなるも
のではないのである。唯一の方法は国際教養大学のような教育を行うこと
だが、それが出来るのはごく一部の大学に限られるし、中学・高校ではま
ず不可能だ。第一英語絡みの大量の留年生を出すわけにもいくまい。従っ
て結論としては、今の実用英語教育は、よほど強い目的意識があって毎日
英語を猛勉強する学生には役立つかもしれないが、全体的には成果を出し
得ない。即ち文科省や企業が求める「使える英語力」を習得させるのは不
可能ということになる。

4. 大学に於ける英語教育の意義

　本稿は英語教育を否定するものではない。寧ろ普通の学校教育で「使え
る英語力」を習得させるのが不可能であり、その必要もないという状況下
で、英語教育の存在意義とあるべき英語教育の姿を提示しようとするもの
である。本章ではこの二点について述べる。

4.1. 必要なのは「使える英語力」の素地
　まず始めに「使える英語力を習得させる」という幻想を捨てるべきであ
る。そもそも学校英語の使命は、英語という言語の仕組みを様々な角度か
らバランスよく教えることにある。言い換えれば「使える英語力」ではな
く、「使える英語力」の素地を習得させることにある。そしてこれが学校英
語の限界なのだ。しかし一旦英語という言語の仕組みが分かれば、後はそ
れぞれの場面での応用なので、これは究極の「実用英語」でもある。故に
実用系の教員も教養系の教員も、それぞれの得意分野を生かしてこの目的
に邁進すればよい。但し間違ってもどちらか一方に偏ってはならない。英
語教育は、実用面と教養面をバランスよく取り入ることによって初めて存
在意義を持つ。そこでこれを踏まえた上で、英語が今後も事実上の必修科
目であるべき理由を以下述べる。

4.2. 実用英語の存在意義
　繰り返すが、英語を本当に必要とする日本人は今後も少数なので、学校
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が「使える英語力」を習得させる為に血道を上げる必要はない。しかし、
将来英語を必要とする可能性がゼロというわけでもない。そのような時に
英語力が全く無ければ非常に厳しい状況になろう。
　前出の三木谷氏は「ここ 2~3年、世界中を飛び回ったが、社会のトップ
層が英語をしゃべれないのは世界中でたぶん日本だけですよ。これは相当
やばい。ヨーロッパだろうがどこでも英語はぺらぺらです」（『週刊東洋経
済』2010.6.19.）と述べた。これは勿論極論である。しかも、英語はヨーロ
ッパ言語の一つなので欧州の人達には受け入れやすいこと。旧英領植民地
と日本では言語事情が異なること。故に日本人がそのような国々の人々の
真似をすると、英語力の習得と維持の為に膨大な時間が費やされ、本業が
疎かになること。従って年数回程度の接触ならば通訳を介せばよいこと。
「社会のトップ層」と言っても、氏が出会ったのはそのごく一部に過ぎず、
且つ英語が本業に欠かせない人達だったこと─こういった知識が欠落し
た発言だ。しかし、企業を中心に社会の上層部では国際化が進み、以前と
比べると英語を必要とする人が増えたのは事実である。その意味では三木
谷氏の発言を軽視すべきではない。またそのような流れに目を向けておく
のも悪くはない。それに「使える英語力」の素地の習得ならば学生を英語
漬けにする必要もなく、学校英語でも十分可能である。
　具体的には、例えばリスニングの授業ならば、学生に音声学の知識を実
践的に教え、必要な時に聴解力向上の為の独習が出来るように指導すれば
よい。そして学生が真摯に受講すれば、独習時の聴解力向上の速度に大き
な差が出るような授業を目指すべきだ。英会話・時事英語・試験対策系な
どについても同様である。各分野を習得する為に必要な基本的知識と技術
面を実践的に教授し、必要が生じた時に自力で「使える英語力」に発展さ
せられるようにすればよい。その際、どの授業でも英語という言語の仕組
みを教えなければならないが、実用英語の場合は聴解・発音などの技術面
に指導の重点が置かれてよいし、適宜英語だけで授業を行う機会を設けて
もよい。更に上級者向けや選択科目などで、英語だけで授業を行うクラス
を設置することにも賛成だ。英語だけの世界を経験しておくのも大切なこ
とである。将来英語を全く必要としないという保証もない以上、大学卒業
の時点で「使える英語力」の素地くらいは習得しておいて損はない。英語
力があれば将来の可能性も広がる。その意味でも実用英語教育は十分存在
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価値があると言えよう。

4.3. 文法の必要性
　文法・訳読式の授業が「使えない英語」の元凶と指弾され、教室から締
め出されて久しい。実際は「使えない英語」の元凶は、英語を殆ど使わな
い言語環境にあるのだが、このことが理解されない。それどころか文法・
訳読へのバッシングは最早狂気の沙汰である。「ネイティヴは文法や5文型
など意識しないで言語を運用する」「文法と訳読がある限り使える英語力は
身に着かない｣｢英語は習うよりも慣れろ｣「幼児が言語を習得する過程を考
えても文法・訳読は不自然で無益。音声中心で教育し、英語を英語で考え
るように指導すべきだ」といったことが言われ続けている。その結果、中
学・高校では、文法を体系的に学ぶ機会が殆ど失われてしまった。
　上述の意見は、学習者が一日の大半を英語で過ごせる場合は有効である。
しかし現実はそうではない。加えて学習者は幼児ではなく、既に日本語の
言語体系が出来上がった若者なのである。故に日本語を全部忘れて英語だ
けで考えろというのは無理な話だ。しかも英語を学習する時間は限られて
いる｡ 常時英語を使っていれば、例えば ‘Look at that sleeping baby.’は正し
いが、通例 ‘Look at that standing boy.’は不自然であり、‘Look at that boy 
standing.’が自然であるということが感覚的に分かる。正に「習うよりも
慣れろ」だ。しかし、普通の学習者には幾つかの文法知識が必要で、それ
がなければ会話・作文を問わず、この類の問題では常に戸惑い続けること
になる。従って文法（5文型を含む）は、限られた時間で言語の仕組みを理
解し、効率よく「使える英語力」の素地を習得する上で非常に有益なのだ。
しかも習熟した項目については、最早文法を意識する必要はない。その意
味で文法は「英語を英語で理解する」為の橋渡しでもある。故に中学・高
校で文法を隅に追いやった弊害は計り知れない。中堅以下の大学では、動
詞と名詞の区別のつかない学生が大量に出現し、講読だけでなく、会話や
リスニングの授業にも支障をきたしている。英作文の場合は更に深刻だ。
故に中学レベルからやり直す大学生用英文法教材が次々と出版されるわけ
だが、何とも皮肉である。中堅以上の大学でも、例えば無生物主語の構文
が分かっていない為に、社説や論説文を正確に読めない学生が増えてきた
（最早速読どころではない）。現状では大学で文法を習得させるより他はな
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いが、実用英語では会話・発音・リスニングなどの技術面も教えるので、
文法は主に講読系の教養英語の授業で扱うことになろう。

4.4. 教養英語の存在意義
　言うまでもなく実用英語とは日常生活や実務面で使う英語のことであり、
これを学ぶのは大いに意義がある。だが、実用英語を習得すればコミュニ
ケーションは事足りると考えるのは大きな間違いだ。TOEICをはじめとす
る実用英語の文章は、リスニング用の台本を含めて基本的には内容そのも
のである。従って伏線や裏の意味があることは少なく、高度の読解力や論
理的思考力はさほど要しない。しかし、生身の人間が相手の場合はそうは
いかない。第一実務を離れた途端、或いは実務であっても難しい議論にな
ると、沈黙するか当たり障りのないことしか言えないのだとしたら、対等
の付き合いも信頼関係を築くことも出来ないだろう。また本音と建前が違
っていることなど日常茶飯事なので、行間から相手の立場や状況を読み取
る力も必要だ。更に日本人が相手にする英語圏の人達は、大卒程度の知識
と教養を持っている場合が多いという事情もある。しかし、これらに対応
出来る英語力、即ち知性と教養、それに論理的思考力に裏打ちされた英語
力は、実用英語やディベートだけで習得出来るものではない。つまり、こ
れを習得するには優れた評論文や小説を多読する（講読する）より他はない
のである。特に小説の講読は、英語圏の人達の人生の諸相を英語で可能体
験させることが出来るし、行間を読み取り、相手の気持ちを推し量る訓練
をする上でも有効だ。論理的思考力を習得する為の教材としても評論に引
けを取らない｡（2）加えて評論や小説の読書体験は、英語できちんとした文
章や論文が書ける素地を作る上でも必要不可欠である。良い文を読むこと
なしに良い文を書くことは出来ない。要するに読解力は全ての基本なのだ。
　結局のところ、真のコミュニケーションの可否は、最終的には人柄は勿
論、知性と教養に裏打ちされた英語力と論理的思考力にかかっている。教
養英語が必要な最大の理由もそこにある｡（3）これを排して実用英語だけを
推し進めると、実務の英語と（「暮らしていく上で必要な」という意味での）
日常会話しか出来ない人を、即ち真のコミュニケーションの出来ない人を、
最悪の場合は単なるイエスマンを輩出させることになる。但し、評論や小
説の講読は、今の学生にとって難しすぎる場合が多いので、比較的平易な
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文で書かれたものやリトールドものを使うのは止むを得ない。況して中堅
以下の大学で、小説の原典や本格的な評論を講読するのは困難を極めるが、
その打開策の一つとして、筆者はFortuna （欧米言語文化学会学会誌）に「教
室で読む英文学」を連載中である。興味のある方は参照されたい。

4.5. 訳読の存在意義
　文法と並んで「使えない英語」の元凶として槍玉に挙げられているのが
訳読だが、見当違いも甚だしい。何故ならば優れた翻訳は、原文の単語・
構文・文法や語法、更に内容をも完璧に理解した証であり、これを目指せ
ば英語力の向上に直結するからである。従って実用面でも有益だ。例えば
They were meant for each other. やHe was meant to rule the country.を正しく
訳すことの出来る者がThese seats are meant for elderly or handicapped 
persons.を瞬時に解さないわけがない｡（4）非難されるべきは、最初の文を
「彼らはお互いに意図されていた」と訳して平気でいる態度、或いはそのよ
うな授業であり、「訳読」という方法に罪はないのである。加えて訳読は間
接的な形で英作文にも役立つし、学習者に精読を促す点でも好ましい。最
近は速読がはやっているが、精読という土台を抜きにして、早く正確に読
めることなどあり得ない。それに訳すことによって誤読に気づくことも多
い。訳文の意味が通らなければ嫌でも誤読に気づくし、英文の見直しにも
繋がる。更に訳読は文法を実践的に学ぶ上でも有益だ。
　訳読は異なった言語同士を対比させる作業でもあるので、母語（日本語）
の再発見にも繋がる。また良質の訳文を目指せば英語力のみならず国語力
も向上する。これは大切なことだ。外国語の運用能力が母語のそれを上回
ることはないので、外国語の習得にも国語力は必須だが、良質の訳文を目
指すと、二ヶ国語の運用能力が同時に向上するので一石二鳥なのである。
更に明治以降、日本は西欧文化を大幅に取り入れた為に「たとえ日常的な
必要性は皆無であっても、私達が漢文を学ばなければならなかった理由は、
ヨーロッパの言語（英語）にも当嵌る」（奥井潔 2001:58-9.要旨）という事情
もある。例えば（日本語の）抽象名詞の殆どは、明治以前の日本語にはなか
ったヨーロッパ言語からの翻訳語である。訳読は実に幅広く役に立つのだ。
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5. 終わりに

　以上のように英語教育は、実用・教養の両面で非常に有益なので、事実
上の必修科目として今後も残るべきである。けれども普通の学校教育で「使
える英語力」を習得させるのは不可能である。せいぜいその素地を習得さ
せるくらいが限界だ。限られた授業時間枠を実用英語に統一し、「英語の授
業は英語で」を徹底しても教授内容が減り、教材は幼稚化する、無教養な
人間を輩出させるなどの弊害が出るだけである。しかし、だからと言って
教養英語に固執すれば、今度は現実に目を背け、象牙の塔に籠ることにも
なり兼ねない。それに英語は教養の為だけに学ぶものでもない。嫌な言葉
だが「ツール」でもあるのだ。
　「実用か教養か」で争うのは無意味である。何故なら両方とも英語教育に
必要不可欠なものだからだ。それならば各教員がそれぞれの専門分野（得意
分野）を生かし、相互補完し合いながら「使える英語力」の素地を習得させ
るより他はない。しかし、この点で一部の実用系英語教員はあまりにも横
暴である。統一カリキュラムを組むなどして自分達の流儀だけを押し通し
ている（かつての英文学系の教員はそこまではしなかった）。最近では英文
学のみならず、（英語教育・応用言語学を除く）英語学の教員までが教室か
ら締め出されつつあり、この分野の若手研究者も辛酸を舐めている。しか
し「使えない英語」の元凶として文法を排した結果、却って英語の使えな
い学生が続出したのは既に見てきた通りである。これは学生にとっても不
幸なことだ。
　「『シェイクスピアなど役にも立たないことをやっている人は、もう採ら
ないことにしよう』これは某大学の教員採用人事の席で、ある英語教師が
口にした言葉だそうである」（高橋 2009:282-3.要旨）。また会津大学の野口
正一氏は「『我々の英語教育は、速読、技術的筆記、プレゼンテーション、
ディベートの能力をつけるためのもの。シェイクスピアの英語は必要ない』
と熱っぽく語った」（2000.6.19.）そうだが、いずれも教養英語を弾圧する
発言に他ならない。両氏は教養英語の代表としてシェイクスピアを挙げた
わけだが、そこまで教養を否定し、実用に拘泥するのならば、何故大学を
専門学校に改組しないのだろう? それに実際は「シェイクスピアの名文句
は（諺や格言、比喩表現などで）英語圏のみならず、国際的な場でもよく使
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われている」のである（平泉・渡部 2001:183.要旨）。従ってシェイクスピ
アの作品は、リトールド版や名文句集などで今尚講読する価値があるのだ
（因みに筆者が担当した某ビジネス英会話教材にもシェイクスピアの名文句
が登場した）。両氏の発言は、英国が誇る世界的知的財産への冒涜であり、
異文化理解の見地から見ても不適当なものだが、こういった不見識な発言
も「教養排除、実用一辺倒」の弊害の一例と言えよう。
　大学で実学を学ぶことを否定するつもりはない。しかし大学は専門学校
ではない。基本的には教養を学ぶ場だ。大学が教養を排除するのは自殺行
為であり、このことは語学科目にも当て嵌る。その意味で、たとえ蟷螂の
斧であっても、本稿が今の歪んだ英語教育の是正の一助になれば幸いであ
る。

（付記） 本稿は書下ろしだが、主題的には拙稿「大学に於ける教養英語の意
義」（新生言語文化研究会（現、欧米言語文化学会）『ふぉーちゅん』第13号、
2002年）及び「大学英語教育の諸問題」（同、第 16号、2004年）に通じる
ことをお断りしておく。

注

1. 中村氏の小論は、「大学設置基準」では英語は必修科目ではないものの、事実
上そうなっていることを前提としている。

2. 作品によっては、部分的に会話の勉強にもなる。尚、小説は短篇を用いるこ
とになろう。

3. 付言すれば、教養英語（訳読・文法を含む）も色々な意味で「使える英語」の
構成要素の一つと言える。

4. 最初の2文はFate meant ~で書き換え可能。このmeanの用法は稀ではないが、
「彼らは運命によって結びつけられていた」「彼はその国を支配するように生ま
れついた /支配する運命だった」と訳せる（解せる）英語力は、当然実用面でも
威力を発揮する筈である。
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