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英国の外国語教育政策
─初等学校における外国語必修化の動向─

矢　田　貞　行

1. はじめに

　英国は、EU加盟国のうちで、初等学校において唯一外国語を必修にして
いなかった国である。しかし、ここ数年来政府主導により、その必修化が
本格的に取り組み始められている。その端緒となったのが、2002年に出さ
れた「英国国家言語戦略『すべての国民に外国語学習を─生涯にわたる外
国語─』」（National Languages Strategy for England,“Languages for All: 
Languages for Life”）である。それは、今後 10年間のうちに、外国語を学
習する機会を学校教育の場において拡充していく国家的な言語教育戦略で
あった。その後、全国共通カリキュラム（National Curriculum）の改訂に
より、初等学校の第 2キーステージ（Key Stage）（7~11歳）において、外
国語が必修化されることが目指されている。
　そこで本研究では、近年来の英国の初等学校における外国語必修化の動
向を、政府の言語教育政策との絡みの中で明らかにしていきたい。

2. イギリスの外国語教育政策をめぐる動向

2.1. 全国共通カリキュラムにおける外国語の位置づけ
　英国は、1988年教育改革法（Education Reform Act, 1988）による全国共
通カリキュラムを創設した。ちょうど折りしも、同年欧州統合に向けて「教
育におけるヨーロッパの次元」（European dimension in education）を取り入
れる決議が、EC（当時）の会議において採択された。それを受けて英国で
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も、全国共通カリキュラムの創設に当たって、「ヨーロッパ」を視野に入れ
たシラバス・カリキュラムを作成することが確認されていた。　　　　　　　
　当時、サッチャー（Satcher,M.）首相とともに、全国共通カリキュラムの
創設に奔走したベーカー（Baker,K.）教育科学相は、その会議において「多
文化・多言語の共同体としての英国を含むヨーロッパという意識を、児童
生徒が持つように育成する。…ヨーロッパの多様な言語について興味・関
心を持たせ、運用能力を伸ばす」（1）といった趣旨の発言を行っている。
　その後、全国共通カリキュラムにおいては、中等学校の 11~16歳の生徒
に外国語を必修化した。また、初等学校の児童（7~11歳）に対しては、法
的拘束性のないガイドライン（guideline）を策定し、1999年来外国語学習
の実施を各学校に任意で委ねている。

2.2. 過去 10年来の外国語教育政策
　このような取り組みにも関わらず、英国は言語政策、特に外国語教育の
取り組みについては、著しく立ち遅れてきた。シャープ（Sharp,K.）は、そ
の理由を次のように指摘している。（2）

　「英国では、外国語の有用性が十分に認識されていない。外国語学習は、教
育のある証しではあっても、必要であるとは考えられていない。英語が世界の
公用語であるという優位性は、英国人の外国語学習の必要性と有用性の認識を
妨げている。英国人は、相手が国際語である英語を話すのだから、自分たちは
わざわざ相手の言語を話す必要はないと考えている。」

　また、後述のナフィールド教育研究財団（Naffield Foundation for 
Educational Research:NFER）による外国語の調査報告書（2000年）におい
ても、10人中9人が、義務教育修了段階の16歳で外国語学習を止めている
ことが明らかにされており、次のような危惧がなされていた。

　「英国では、次世代が国内外の雇用市場から弾き出されようとしている。英
国は、英語単一言語主義に固執する少数の偏狭派となる方向に向かってい
る。」（3）
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　1997年に政権に就いたブレア（Blair,T.）は、教育を殊の外重視したが、
上記のような外国語学習の導入に対しても、積極的な政策的措置を講じて
きている。その発端となったのが、1998年から開始されたナフィールド財
団による調査である。
　ナフィールド財団は、政府から委託を受け、（ア）英国が今後 20年間に
必要とする言語は何か、（イ）現在の言語政策は、どの程度そのニーズに対
応できるか、（ウ）現時点において、どのような国家戦略が必要かについて
調査を行っている。
　2000年ナフィールド財団は、報告書『外国語─次世代─』（Language:the 
Next Generation）（4）を刊行し、自らの調査結果を踏まえた上で、政府に対
する提案を行っている。まず、外国語を取り巻く現状については、次のよ
うな分析がなされている。
・国語（英語）のみの学習では、十分ではない。
・国民は、言語能力を向上させるためのリーダーシップを期待している。
・英国の青少年は、ヨーロッパ市場で不利な立場に置かれている。
・ 英国では、仏語のみならず、多様な言語能力を必要としているにも関
わらず、教育システムはこのニーズに対応していない。

・政府に一貫した外国語教育への取組みがなされていない。
・早期からの外国語学習に向けて、英国全体の計画案がない。
・中等学校の生徒に対して、外国語学習への動機づけが欠けている。
・ 10人中 9人が、16歳で外国語学習を止めている。
・大学の外国語学部は、廃止の危機的状況にある。
・	社会人は、外国語学習に熱心であるが、学習システムが整備されてい
ない。

・英国には、外国語教員が絶対的に不足している。
　次いで、こうした調査結果に基づき、次のような提案がなされていた。
・言語運用能力を外国語学習の主たるスキルとする。
・政府が、積極的な言語政策を推進する。
・早期外国語学習（Early Language Learning）を認める。
・中等教育における外国語学習のカリキュラムを改善する。
・高等教育における外国語学習の組織と予算を改善する。
・	教員養成における需要と供給のバランスを確保する。（外国語教員不足
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を解消する。）
・語学学習と ITとの連携システムを構築する。
・外国語学習の能力評価基準を策定する。
・	政府に対して、すべての児童に第 2キーステージからの外国語学習の
実施を勧告する。

2.3.  英国の国家言語戦略『すべての国民に外国語学習を─生涯にわたる外
国語─』

　ナフィールド財団の調査報告書を受けて、2002年 12月教育雇用省
（Department for Education and Employment:DfEE）は、イングランドの言
語教育・国家戦略『すべての国民に外国語学習を─生涯にわたる外国語─』
を策定し、国民の外国語学習に対する意識の高揚、外国語学習の振興・発
展を企図する政府の行動計画を発表した。（5）その際、教育次官アシュトン
（Ashton,C.）は、その意義について次のように述べている。

　「グローバル化する今日の社会において、英語以外の言語を理解し、コミュ
ニケーション能力を向上させることは、きわめて重要である。多様な言語は、
社会において文化的言語的豊かさをもたらし、人間性の涵養、相互理解、国際
協力、さらには地球市民としての意識の高揚に寄与する。」

　その概容は、次の通りである。
・	早期から外国語教育の機会を提供し、子どもたちに対し外国語学習の
可能性と熱意を喚起させる。

・	質の高い教育と学習機会を提供し、職業や旅行の場面において必要と
される外国語の技能を育成する。

・	社会人に生涯学習の機会を提供し、外国語学習を支援する。
・ 言語運用能力が、英国内外の障壁を除去するのに中心的役割を果たす
ことについての認識を深める。

・ 英国における言語運用能力を向上させるために、教育改革を推進する。
また、目的としては、次のような事項が挙げられている。

・ すべての人々、あらゆる年齢層を対象にして外国語学習を推進する。
・段階的に語学能力を向上させる。
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・初等学校の第 2キーステージから、外国語を積極的に導入する。
・言語運用能力を高い水準にまで向上させ、国際的信用を獲得する。
・  GCSEやGCEの中等教育修了証試験において、外国語を確実に定着さ
せる。

・ 到達目標を「全国言語基準」や「ヨーロッパ共通言語枠組要領」のレ
ベルと関連づける。

・外国語の学習人口を増やす。
　また、早期外国語学習について、次のような考えが表明されている。

「子どもたちの言語修得能力や言語に対する興味・関心が高まれば、早期言語
教育の機会を提供すべきである。子どもたちが、語学学習を受け入れることが
できる最も早い時期に、その適性を開発すべきである。」

　そして「国家言語戦略」では、以下のことを10年内に達成するとされて
いた。
・初等学校の第 2キーステージに外国語学習を導入する。
・第 2キーステージで、少なくとも外国語 1か国語を修得させる。
・外国の文化に対する興味・関心を高める。
・ ネイティブ・スピーカーの教員やe-ラーニングなどを活用した質の高
い学習の機会を提供する。

・  11歳までに、「ヨーロッパ言語共通枠組要領」に示されている言語運
用能力の基準レベルに到達させる。

・全国共通カリキュラムの基準レベルの能力を培う。
・ 第2キーステージの外国語学習プログラムには、EU公用語の少なくと
も 1か国語を含める。

・ ICTを有効に活用する。
　このような外国語教育政策の実施に当たって、早期外国語学習のパイロ
ット・プロジェクトが、1999年からDfEEの後援、言語教授・研究情報機
構（Centre for Information on Language Teaching and Research:CILT）運営
の下で開始され、2001年から早期外国語学習について、その実施校に対し
助言や支援が行われている。
　また、それと並行して政策実施機関を設置し、その実現に向けて次のよ
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うな実効性のある活動も提案されていた。
・ 全国早期言語教育諮問機構（National Advisory Centre on Early 

Language Teaching:NACELL）を設置し、早期外国語学習に関する情
報・資料提供を行う。

・  NACELLのウェブ上に教科書、教材、指導法、ICT等のデータベース
を構築する。

・質の高いカリキュラムやシラバスを開発する。
・GPプロジェクトの実践校の開発、普及を図る。
・  NACELLのウェブサイトを通して、ICTを活用した学校間、教員間の
ネットワーク化を図る。

・早期外国語学習の評価を行い、フィードバックする。
・ 資格・カリキュラム機構（Qualifications and Curriculum Authority:QCA）
や地方教育当局（Local Education Authority:LEA）と連携して、上記の
授業実践や成果を公表しBPガイダンス（Best Practice Guidance）を全
国の学校に供する。

　この他「国家言語戦略」では、初等学校における外国語教員の配置につ
いて喫急の課題とされており、（ア）初等学校の外国語教員が不足してお
り、教員養成が急務になっている、（イ）外国語指導の専門家を配置する、
（ウ）中等学校から外国語教員を派遣する、（エ）外国語助手・外国語大大
学院生を活用する、（オ）企業、高等教育機関、地域社会から指導者を募
る、（カ）初任者・現職教員の研修を充実することも提案されていた。
　ところで、外国語として取り上げるべき言語としては、仏語は言うまで
もなく、独語、スペイン語、あるいはイタリア語が最も一般的であるとさ
れている。また、可能ならばアラビア語、中国語、ポルトガル語、露語も
提供することが勧告されていた。
　なお、外国語学習における学習到達目標としては、次のような事項が掲
げられている。

【初等学校修了までに修得するスキル】
①　聴く・話すスキル
・語彙、文法、音声面で言語の異なる要素を識別できるスキル
・ 簡単な状況や場面で基礎的な言語機能を用いて、コミュニケーション
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が図れるスキル
・ 自己紹介、挨拶、時制を用いて話したり、時間や空間に関する表現が
できるスキル

②　文化的スキル
・ 外国の生活について知識を得、自国とは異なる国の習慣について理解
し、その国の言葉で表現できるスキル

【中等学校における外国語教育】
・ 第 3キーステージ（11~13歳）の生徒に対して、質の高い指導、学習
を行う。

・ 第 4キーステージ（14~15歳）の生徒に対する柔軟なカリキュラムに
おいて、学習成果を高める。

・GCSE及びGCE-Aレベルの試験に対応できる語学力を身に付ける。

【中等学校修了までに修得するスキル】
・複数の現代外国語において、同じレベルのスキルを修得する。
・ なおそこでは、言語上のスキル、コミュニケーション・スキル、文化
的スキル、ICT及びe-ラーニングのスキルを修得する。

3. 現行の全国共通カリキュラム（2010年）

3.1. 教育課程の概容
　現在、英国の教育課程の概要は、以下の通りである。（6）

基礎ステージ （FS） 0~ 4歳 就学前教育　
第 1キーステージ （KS1）　第 1~ 2学年 5~ 6歳 初等教育
第 2キーステージ （KS2）　第 3~ 6学年 7~10歳 初等教育
第 3キーステージ （KS3）　第 7~ 9学年 11~13歳 中等教育
第 4キーステージ （KS4）　第 10~11学年 14~15歳 中等教育

　現行の全国共通カリキュラムは、次の表 1に示す通りである。なお、外
国語については、基礎科目（Foundation Subject）として 1988年以来必修
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であるが、学年配当においては、近年その位置づけが著しく変化している。

表 1.　現行の全国共通カリキュラム　　○ :必修　　● :選択

教科名 /キーステージ 1 2 3 4
基幹科目 算数・数学 ○ ○ ○ ○

国語（英語） ○ ○ ○ ○
理科 ○ ○ ○ ○

基礎科目 デザイン・テクノロジー ○ ○ ○ ○
情報教育 ○ ○ ○ ○
体育 ○ ○ ○ ○
歴史 ○ ○ ○
地理 ○ ○ ○
美術 ○ ○ ○
音楽 ○ ○ ○
市民教育 ○ ○
現代外国語（*）（**） △ ○ ●

*  全国共通カリキュラムの改訂により、第 4キーステージの外国語（●）は
2004年度から選択科目へ変更された。　　

**  全国共通カリキュラムの改訂により、第 2キーステージの外国語（△）は
2011年度から必修科目化される予定であった。（しかし、2010年の政権交代
により、目下その実施については流動的である。）

3.2. 「外国語」の教育課程上の位置づけ
3.2.1.	 概要
　現代外国語（Modern Foreign Language）は、第 3キーステージ（11~13
歳）と第 4キーステージ（14~15歳）に位置づけられている。
　その内訳は、各学校がEUの公用語である 10の言語（デンマーク語、オ
ランダ語、仏語、独語、現代ギリシア語、イタリア語、ポルトガル語、ス
ペイン語、スウェーデン語、ノルウェー語）のうち、どれか 1つでも提供
していれば、どのような外国語を履修させてもよいことになっている。た
だし、上記の言語のうち、学校で提供されていない外国語は多い。
　この他、アイルランド・ゲール語、ペルシャ語、スコットランド・ゲー
ル語、ウェールズ語がある。
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　全国共通カリキュラムには、到達目標のガイドラインが設けられている
が、外国語別にはなっていない。例外的に中国語と日本語は、漢字の語彙
数などの特別な記載がなされている。

3.2.2.	 配当学年
　生徒は、第3キーステージと第4キーステージにおいて、5年間のうちで
1か国または複数以上の外国語を学習する。
　外国語の授業では、その学習言語を使用し、応答することになっている。
文法の説明や国語（英語）との比較対照時等、必要な時以外国語（英語）
は使用しない。
　第3キーステージでは、少なくとも1か国の外国語を学習し、「聴く」「話
す」「読む」「書く」の四技能の基礎を学ぶ。このステージでは、外国語の音
声、つづり方、文法、ロールプレイ、会話、作文、文化意識（cultural 
awareness）の基礎を培う。
　第 4キーステージでは、四技能の深化に伴い、文法や表現方法を用いて
自発的な言語活動を行い、外国語学習の発展が期待されている。
　なお、2004年のカリキュラム改訂により、第 4キーステージの現代外国
語の取り扱いについては、将来の職業に関する学習に重点を置くことを希
望する生徒に対しては、現代語の学習の中止を認める措置が講じられてい
る。

3.2.3.	 配当授業時数
　全国共通カリキュラムでは、すべての教科において授業時数が定められ
ていない。したがって各学校は、教科や教材への時間配分を自由に決定す
ることができるようになっている。

3.2.4.	 履修の方法
　各学校では、どの外国語を開講するかについての裁量が任されている。
教科書検定制度も存在しないため、使用する教科書も各学校で決定するこ
とができる。
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3.2.5.	 目標、内容等の示し方
①目標、内容等の示し方
　現代外国語における到達目標は、「各キーステージの最終段階におい
て、生徒の能力や発達の差に関係なく修得される知識、技能及び理解」
とされている。到達目標は、8つの段階で示され、最上位のレベル 8の
上に「例外的到達レベル」も設けられている。
　第 3キーステージでは、各レベルが生徒の成績の基準とされている。
第 4キーステージでは、GCSEが生徒の成績の到達度を測る基準とされ
ている。

②キーステージ別の目標・内容
［初等教育］
　第 2キーステージでは、現代外国語は正規の基礎科目ではない。しか
し、約 20%の初等学校が外国語を供している。DfEEと資格・カリキュ
ラム機構（DfEE・QCA）の共同ガイドライン（2000年）では、「聴く」
「話す」「読む」「書く」ごとに到達目標が掲げられている。
［中等教育］
　第 3キーステージと第 4キーステージでは、到達目標（「聴く」「話す」
「読む」「書く」）が示されている。
　第 3キーステージでは、到達目標のレベル 3~7が生徒の到達目標であ
るとされている。レベル 3の修了段階で、QCAの評価基準に基づいて、
学校が評価を行い、生徒に結果が通知される。
　第 4キーステージでは、到達目標のレベル 5~6が生徒の到達目標であ
るとされている。レベル 4の修了段階で、GCSEの試験を生徒が受験し、
その結果が生徒の評価とされている。

3.2.6.	 内容構成（学習プログラム）
　全国共通カリキュラムでは、学習プログラムとして、①学習する言語に
関する知識の修得、②言語技能の向上、③言語修得技能の向上、④文化意
識の向上、⑤学習の幅が挙げられている。

3.3. 中等教育（後期）における「現代外国語」の選択科目化
　DfEEは、2004年度から第 4キーステージにおける現代外国語を必修科
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目から外し、選択科目化している。
　それに先立って、2003年に 3つの言語教育関連団体、すなわちALL
（Association for Language）、 CILT及びUCML（University Council of  Modern 
Languages）によって、『外国語教育の動向』（Language Trends）が公表さ
れた。これは、英国の中等教育、高等教育における現代外国語の現状を明
らかにすることを目的とした調査結果である。（この中でALL とCILTは、
第4キーステージにおける公立中等学校の現代外国語の調査を行っている。）
調査結果は、以下の通りである。
・ アンケートに回答を寄せた43%の中等学校が、すでに現代外国語を選
択教科にしている。特に総合制中等学校では、60%に達している。

・ 経済的に恵まれない地域の学校やGCSEの成績が低位の学校では、第
4キーステージでの外国語学習には消極的になっている。

4. 初等学校（第 2キーステージ）における外国語の導入

4.1.  ナフィールド財団による「第2キーステージにおける外国語必修化実
施に関する縦断的調査」（Longitudinal Survey of Implementation of 
National Entitlement to Language Teaching at Key Stage2）
（2006~2008年）

　ナフィールド財団は、子ども・学校・家庭省（Department for Childred,School 
and Families:DCSF）より、第2キーステージにおける外国語学習について、
3年間の縦断的調査を行うよう依頼を受けた。2006年には 7,899校の英国
の公立初等学校を調査対象に抽出し、2007年には回答のあった 4,047校、
2008年には3,535校を対象にした。調査事項は（a）外国語学習の実態、（b）
「国家言語戦略」の進捗状況に関するものであった。
　調査結果は、2009年にデアリング報告書（Dearing Report）としてまと
められ、その概容については次の通りである。（7）

・  2008年度には、92%の学校が、授業時間内に外国語を学ぶ機会を第2
キーステージの児童に提供している。2007年度の調査と比べると 8%
上昇しており、2006年度と比べると 35%の増加である。

・  2006年度には、「外国語学習の機会を提供していない」と回答してい
た学校のうちで、半数以上が 2008年度には、「全学年にわたり外国語
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を提供している」では 37%、「一部学年」では 17%となっている。
・  2008年度に授業時間内に外国語学習の機会を提供した 10校中 9校ま
でが、現行の制度（外国語の導入）は、「継続可能であることにきわめ
て自信がある」または「ほぼ自信がある」と回答している。ちなみに、
この数値は 2006年度には 26%、2007年度には 35%であった。
・ 外国語学習の機会を提供している学校の半数以上が、2011年までに第

2キーステージにおける必修化の要件を満たす準備が可能であると考
えていた。しかし他方で、4分の 1が必修化の要件を満たすのが難し
いと回答していた。

・ 仏語は、以前にも増して提供される最も一般的な外国語である。外国
語の学習機会を提供する学校のうち、10校中9校が仏語を供しており、
スペイン語は 25%、独語は 10%であった。
・ 外国語学習の機会を提供する困難に直面する学校、例えば無償の学校
給食受給資格を有する貧困家庭の児童の多い学校や、第 2キーステー
ジで学業成績の低い児童が多く在籍する学校、さらには追加言語とし
て国語（英語）修得の必要のある移民の子弟の多い学校は、外国語学
習を躊躇する傾向にある。（このような学校は、3年間の調査期間の間
に微増していた。）

・評価方法については、使用している学校は少ない。
・ 第 2キーステージから第 3キーステージへの外国語学習の移行は、依
然として未発展の段階にあると考えられている。このことは、多くの
学校にとって目下関心の的になっている。

4.2. 全国共通カリキュラムの改訂─第2キーステージにおける外国語の導入

4.2.1.	 	第 2キーステージにおける外国語の導入（Introducing	Languages	at	

Key	Stage2）
　初等学校の第 2キーステージにおける外国語必修化に当たって、ボール
ズ（Balls,E）子ども・学校・家庭相は、次のように述べている。（8）

　「2007年 3月、私（現子ども・学校・家庭大臣）の前任者のジョンソン
（Johnson,A）前大臣が、デアリング卿（Lord Dearing）の勧告を受け入れた。
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すなわち、我々が今度初等学校のカリキュラムを改訂するときは、第 2キース
テージにおいて外国語を必修にすべきである。外国語を含む幅の広い科目の導
入によって、学校にとって運営し易く、児童にとって一貫した、斬新的な
（progressive）学習経験を提供すべきことが重要なのである。」

　まずデアリング報告書では、英国がますます言語的に多様化に直面して
おり、2007年には国語（英語）以外の言語を母語にする児童の割合が、
13.5%になっていることが明らかにされている。しかし、それにも関わら
ず、国語（英語）は世界で広範に使用される言語であるという事実が、他
の言語を学ぼうとする動機づけの段階に悪影響を与え続けている。しかし、
我々が子どもたち自身の生活や世界を取り巻く自分以外の人たちの生活を
見聞きするためには、すべての子どもたちに他の言語を学ぶ機会を与える
ことがそれだけ一層、重要であることを認識させる契機になる、と同報告
書では指摘されている。（9）

　デアリング報告書が出された段階で、初等学校の約70%がすでに外国語
を教えているか、またはその計画を有していた。また、2007年秋までに第
2キーステージにおける外国語教育に取り組んでいる初等学校の割合は、
84%に増加している。
　他方、外国語を提供していなかった学校においても、外国語が放課後の
部活動を通じても学習可能になっており、初等学校のレセプション・クラ
ス（reception class）や第 1キーステージにおいて、早期外国語学習の事例
も見られた。
　第 2キーステージの必修として外国語を加えることは、負担と見る向き
もある。しかしながら、上記のように初等学校の多くが、必修化に先立っ
てすでに外国語を提供している。初等学校における外国語学習は、子ども
たちの楽しみとなり、彼らの文化的理解、言語・読み書き技能のみならず、
より一般的な学習方法（strategy）や学習への志向（disposition）を発展さ
せるものとして、初等学校の校長や教師たちに有益であると見なされてい
るのである。
　また同報告書では、早期外国語学習の利点に関して、会話によるコミュ
ニケーション・読み書き能力の支援（Supporting spoken communication and 
literacy）につながるとして、次のような積極的な評価が下されている。（10）
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5.5　言語は、コミュニケーション（「話す」「聴く」「読む」「書く」）のための手
段であるので、新しい言語を学ぶことは子どもの母語の熟達を強める。
5.6　読み、書きの技能は、話すというコミュニケーションの発達に支えられ、
強化される。これらの技能は、子どもたちが音声を新しい言語に関連づけたり、
読みやつづり方にこの知識を応用するにつれて、磨きをかけられるようになる。

　このように外国語学習は、国語（英語）の理解、コミュニケーションや
言語学習にも効果的につながることが期待されている。さらには、言語が
どのように作用するかを子どもたちに理解させる能力を発展させることの
みならず、異なった文化や社会で生きていくために言語を学んだり、使っ
たりすることにも役立つことが重視されている。
　この他、第 2キーステージの終わりまでに、子どもたちには次のことが
教えられるべきであるとされている。（11）

・人がしゃべる内容の要点を理解すること
・ 自分たち自身の意見を表明し、他者の意見に応答しながら、会話に取
り組むこと

・ 自己を表現する適切な方法を選択しながら、広範な聴き手に対してさ
まざまな考えや情報を提供すること

・自分たちが読んだ読み物の要点といくつかの詳細な点を理解すること
・身振り手振りを交えながら、大きな声で正確に読むこと
・言語の音声とつづり方の間の関係を認識し、応用すること
・ 自分たち以外の他の文化の存在を理解し、他者が自分たちの生活様式
をどのように見るのかについて考察すること

・ 自らの行いや態度を異なった文化と比較し、他者に対する尊敬の念に
ついて省察すること

4.2.2.	 第 2キーステージにおける外国語の種類
　デアリング報告書は、1~2か国の言語だけを教えることに学校が集中す
べきことを勧告している。他方、1~2か国語を学習するだけに限定せず、む
しろ児童には彼らが中等学校に入るとき、広範な言語学習に対する関心を
構築するために、ラテン語を含む 6~7か国語を学ぶ経験をさせるべきとの
主張も見られた。
　例えば、ASCL（Association of School and College Leaders:ASCL）は、
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言語学習プロジェクトを立ち上げ、多文化意識モデルを提唱している。こ
のモデルでは、子どもたちは、4年間の第 2キーステージにわたって、ロ
マンス系言語（仏語、スペイン語）、ゲルマン系言語（独語）、東欧系言語
（露語、ポーランド語）、インド系言語（パンジャブ語、ウルドゥ語）のよ
うな異なった言語広範な言語を経験すべきであるとしている。このモデル
では、いくつかの言語のうちの 1つがラテン語であることが強く勧告され
ており、エスペラント語を教えることが有益であると考えている学校も見
られた。
　しかしながら、全国語学機構（National Centre for Languages:NCL）は、
「多言語意識モデル（multilingual language awareness）には賛成できないが、
学校の置かれている地域の言語について調査し、尊重することが重要であ
ることを認める」（12）と述べている。　
　この結果を踏まえ、同報告書では子どもたちに対していくつかの言語学
習の機会を学校から奪うものではないが、彼らが 4年間に学習プログラム
に沿って外国語学習の成果を確実なものとするためには、1~2か国語に集
中して学習すべきであるという助言を行っている。

4.2.3.	 	初等学校の外国語担当教員の資質能力と中等学校への外国語学習の
移行

　デアリング報告書では、「1~2か国語を提供すべきであるという勧告が、
もし実施されれば、児童生徒の学習の継続性を促し、彼らの先行学習と、
その後の学習計画を立案する際に、これまで以上に明確な学習達成の見通
し（picture）を中等学校教員に供することになるであろう」（13）と述べられ
ている。つまり、このことによって、児童の先行学習が中等学校における
生徒の外国語学習に効果をもたらすことが期待されているのである。
　また同報告書では、初等学校の言語学習が発展するための必要欠くべか
らざるものとして、教材、地方教育当局の支援のみならず、現職教員の研
修が重要な資源（resources）であると見なされている。どのような教科に
ついても、良き言語教育は教員の質に左右される。初等学校教員の言語技
能を強化することが、「国家言語戦略」にとって最も重要な課題（challenge）
の 1つとなってきているのである。
　勿論、目標となる言語を教えるために、高度な言語レベルにまですべて
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の初等学校教員を研修することは、たとえ教師が自ら進んでそれに参画を
するとしても、とても払えない程の費用を必要とする。ましてや、外部の
語学の専門家（中等等校、その他の教員）にもっぱら頼ることは、筆舌に
尽くしがたい程の経費を要する。
　したがって、このような理由により、同報告書では多様な意見の混じっ
た折衷的なアプローチが提案されている。そこでは、初等学校の担当教員
の中枢的な役割を、中等学校の教員や語学専門教員、助手（TA）、ICTを
含む高度な語学能力や適切な資質能力を兼ね備えた外国語の助手が支援す
るというものである。
　他方、初等学校の現場や校長は、外国語教育において教員の役割を高め
ることを好む傾向にある。彼らは、初等学校教員の潜在的な言語の専門的
力量がしばしば考えられていた以上に大きいと確信している。「国家言語戦
略」は、当初初等学校教員の10%程度が一定の言語能力をもっていると見
積もっていたが、最初の調査によればその割合を 17%に修正し、これでも
まだ低い評価であるとしている。それゆえに、程良い支援が得られれば、
初等学校教員は到達目標にまで達するであろう、という楽観論が学校現場
には存在している。（14）

5. おわりに

　2011年 5月の総選挙の結果、英国でも 1997年以来政権の座にあった労
働党から保守党・自由民主党連立政権へ政権交代が行われた。その結果、
当初2011年9月より実施される予定であった全国共通カリキュラムの改訂
については、しばらく凍結し現行制度を継続することを趣旨とする通知が
6月に政府から出されている。
　新政権は、選挙マニフェストにおいて教育の重視、親の学校選択権のよ
り一層の拡大、フリースクールの設置認可の緩和などの実現を求めている
が、初等学校における外国語必修化については、今後どのような政策を打
ち出してくるのか、その方向を見極める必要がある。
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