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御紹介いただいた国際教育総合文化研究所の寺島です。退職するまでは岐阜大学教育学

部で未来の英語教師を育てる仕事をしてきました。「英語科教育法」の他に「異文化理解」

という科目も担当してきました。この科目は二つとも英語教師になるためには必修科目で

す。しかし「授業開き」に配る授業計画では、「異文化理解」と言わず「国際理解」という

用語を使ってきました。その理由については、もう一度あとで説明するつもりです。 
 

 ところで突然、講演依頼のメールをいただいたとき、それには「最近は外国語教育とい

えば英語一辺倒に傾いている。これを打ち破るにはどうすればよいか。できれば、そんな

ことをテーマにお話を願えないか」という趣旨のことが書いてありました。 

そんな依頼が舞い込んできたのは、昨年の秋に京都大学でおこなわれた日本フランス語

教育学会「国際シンポジウム」で、私が発言者の一人として「大学における英語教育を再

考する：英語力＝研究力、英語力＝経済力、英語力＝国際力は、本当か？」という問題提

起をしたからではないかと思うのです。 
しかし、もう一つ考えられる理由は、英語以外の外国語教師が「英語一辺倒の外国語教

育」に異議申し立てをしても、単なる「ねたみ」「そねみ」と受け取られかないからではな

いか、と思っています。その点、英語教師で「英語一辺倒の外国語教育」に警鐘をならし

てくれるひとがいれば非常に好都合なわけです。＜註１＞ 
そこで思い出したのが拙著『英語教育原論』（明石書店）です。私はこの本の第 1 章で英

語教師には「三つの仕事」と「三つの危険」があることを述べました。それを箇条書きに

すると次のようになります。 
１）英語教師「三つの仕事」 

（１）「英語だけが外国語ではない」ことを教える 

（２）「英語を学び続ける夢」を育てる 

（３）「学び方」「転移する学力」を育てる 

２）英語教師「三つの危険」 

（１）英語による「自己の家畜化」 

（２）英語による「学校の家畜化」 

（３）英語による「国家の家畜化」 



 ご覧のとおり、英語教師「三つの仕事」の 1 番目として「英語だけが外国語ではないこ

とを、教える」という項目があります。これが今回の講演に私が招かれた大きな理由の一

つではないかと思っています。 
 そうすると、外国語における「英語一極化」を防ぐには、この英語教師「三つの危険」

を詳しくお話した方が良いようにも思うのですが、しかしそうなると既に拙著『英語教育

原論』を読んでおられる方には､全く新鮮味のないものになりますし、あちこちで同じ話を

繰り返すのは私にとっても退屈です。 
 そこで、この英語教師の「三つの仕事」「三つの危険」については、お配りしてあるレジ

ュメを参照していただくことにして、ここでは英語一辺倒をくいとめる別の方策を提案し

てみたいと思います。それを以下で、「英語教師の側から」と「仏語教師の側から」の二つ

の側面から考えてみます。 
（時間と興味のある方は上記『英語教育原論』を読んでいただければ幸いです。というの

は、「英語教師の、三つの仕事」は英語教師を念頭において書いたものですが、これを「仏

語教師」と置き換えながら読んでいただければ、仏語教育者にとっても少しはヒントにな

ることが書いてあるのではないかと思うからです。） 
  
まず英語教師の立場から考えてみたいと思います。外国語学習にいたる「みちすじ」は

二とおりあるように思います。ひとつは、学ぼうとする外国語あるいはその外国語を母語・

母国語とする国が、あこがれの対象である場合です。英語がその典型例ではなかったでし

ょうか。 
日本人にとっては英語が話されている国、とりわけアメリカは豊かさを象徴する国であ

り、戦後の民主主義を日本にもたらしてくれた世界で最も進んだ国だとみなされてきたか

らです。私が中学校に入って初めて英語を学んだときの教科書はイギリス英語をモデルに

した『JACK & BETTY』でした。 
しかし、それもつかの間のことで、あっという間に教科書はアメリカ英語をモデルにし

たものに変わりました。そして誰もが「理想の国」アメリカを一度は訪ねてみたいと思っ

たものです。ですから、国家が無理に強制しなくても誰もが英語を学びたい、英語ができ

るようになりたいと思っていました。 
もちろん受験科目に英語があったということも英語学習熱を高めたことは疑いありませ

んが、たとえ受験科目に英語がなくても 1980 年代までは、誰もが英語を学びたいと思って

いたし、英語が話せるようになりたいと思っていたのではないでしょうか。 
しかし、1980 年以降、少しずつ英語学習熱は低くなってきて、拙著『英語教育が亡びる

とき』（明石書店）でも書きましたが、その下降傾向はとどまるところを知りません。広島

大学の調査によると、今では多くの高校生が「英語は、やりたいものだけがやればよい」

と答えるようになっています。 
これは留学熱についても同じで、留学先としてアメリカを希望するものは激減していま



す。その理由として、銃の乱射事件が頻発してアメリカは危険な国だというイメージが定

着したことが、ひとつあげられるでしょう。しかし決定的だったのは、ブッシュ大統領が

大量破壊兵器を口実にイラク侵略に踏み切り、それが嘘だったことが露呈したことにより

アメリカの威信・権威が一気に凋落したときではなかったか、と思うのです。 
それ以前からも、とくに“Japan as Number One” と言われた頃から、理想のアメリカ

像は徐々に崩れ始めていましたが、イラク侵略が嘘で固められたものだったことや、アブ

グレイブ収容所（イラク）およびグアンタナモ収容所（キューバ）における拷問が暴露さ

れてからは、「民主主義の主導者としてのアメリカ」というイメージは完全に崩れたように

思われます。 
黒人大統領がアメリカで誕生したことにより、「やはり民主主義の国アメリカは健在だっ

たか！？」という声が巻き起こり、オバマ演説が英語の教材として本屋に平積みされると

いう現象も起きました。しかし、ノーベル平和賞を受けた直後にアフガン戦争を拡大し、

それをパキスタンにまで手を広げるようになってからは、オバマ人気にも陰りが見え始め

ました。 
アメリカの不人気に拍車をかけたのがウォール街に端を発した金融危機でした。そして、

それと併行してアメリカにもホームレスが溢れているとか、保険料が高くて病院にも行け

ないひとが大量にいて、医療費が払えなくてホームレスになるひとも少なくない、という

ことも徐々に知られ始めてきました（マイケル・ムーア『シッコ』）。こうして、アメリカ

はますます魅力のない国として、若者の眼に映り始めているようです。 
これらのことが重なって広島大学の調査に現れたのが、「高校生における英語学習熱の確

実なる逓減現象」ではなかったかと思うのです。 
 
ところが、ここに不思議な現象が現れました。このように留学熱や英語学習熱が冷めつ

つあるときに、大学では「外国語学習は英語だけで良い」「第 2 言語としての外国語学習は

必修から外す」という規制緩和が文科省で認められ、それと同時に「小学校における英語

教育」を必修化する動きが強まっていったのでした。 
この大学や小学校で英語教育を強力に推進する大きな口実になったのが、大学では「英

語力＝研究力、英語力＝経済力」という掛け声であり、小学校では「英語力＝国際力」と

いう掛け声でした。これが「まやかし」だということは昨年の本学会シンポジウムでかな

り詳しく述べましたし、拙著『英語教育原論』の「英語教師の､三つの危険」でも詳述した

ので、ここでは割愛させていただきます。 
むしろ今日ここで考えてみたいのは、「一般人の留学熱や英語学習熱が冷めつつあるとき

に、なぜ大学や小学校で英語学習が声高に叫ばれるようになってきたのか」という点です。

大学における英語熱の異常さは、TOEIC 受験を全学生に強制したり、英語の統一教科書を

作成しろとか、習熟度別のクラス編成をしろとかの、上から強力な圧力があったりするこ

とに､端的に表れています。 



小学校英語の方も、文科省は小学校 5～6 年生で義務化したものの、著名人の強い反対や

疑問が寄せられているだけに、教科化にすることにまだためらいが見られますが、県レベ

ルや市レベルでは、小学校低学年から英語教育をしていることを「売り」にしている教育

委員会や校長は、珍しくありません。そして「英語を話せる子どもにしたい」という教育

ママがこのような流れを後押ししています。＜註２＞ 
生徒や学生の英語熱が冷えつつあるとき、なぜこのような不思議な現象が起きるのでし

ょうか。 
その理由として第一に考えられるのは、上記のような大学や小学校の動きをビジネスチ

ャンスとしてとらえ、「英語」を商品として売りさばいて巨利を得ようとする、教育産業の

存在です。 
しかも、このような動きは国内の教育産業だけではありませんでした。イギリスやアメ

リカの教育産業も、虎視眈々とビジネスチャンスをうかがっていました。今では、」大学で

使われる教科書のかなりのものが、イギリスやアメリカの出版社によるものになっていま

す。＜註３＞ 
生徒や学生の英語熱が冷えつつあるときに、もう一つ英語熱をあおりたてたのは、「英語

を公用語とする」ことを表明した外資系企業や海外進出をねらう日本企業の存在です。あ

るいはアメリカを輸出先とする自動車産業や電気産業でした。また大手メディアも「英語

を公用語とする」企業の出現を、かなり派手に取りあげましたから、これが「英語＝経済

力」という幻想をいっそう掻き立てることになったように思います。 
しかし、日本語を使ってさえ意思疎通がうまくいかずに、企業内でも取引先でも多くの

トラブルが起きているときに、英語を公用語にして企業活動がうまく行くはずがないこと

は、少し考えれば誰でも分かることのように思うのですが、しばらく､この流れは止まりま

せんでした。最近ようやくマイクロソフトの元社長なる人物が『日本人の 9 割に英語はい

らない』という本を出し、「会社における英語公用語熱」も少し冷めてきたようです。 
もう一つ問題なのは、アメリカを輸出先とする自動車産業や電気産業・IT 産業の問題で

す。これらの会社はアメリカとの合弁会社であったり、社長が外国人であったりしている

ので、そのような会社が、経団連といったような組織を使って「大学の教育改革」なるも

のを提言したりして、大学における英語教育に強力に介入しています。TOEIC 受験を全員

に強制する動きも、この一貫だと言ってよいと思います。 
かつて大企業は、社員の英語教育は企業内でおこない、必要ならば企業が費用を出して

アメリカに留学させてきました。私がアメリカの大学で日本語を教えていたとき、そのよ

うな企業派遣の留学生や院生によく出会いました。しかし今はその費用さえも節約したい

のか、大学にいわゆる「すぐ役立つ英語力」を育てろという強い圧力をかけ、大学の授業

が TOEIC の受験予備校になったり、そのための能力別学級編成が強制されることになって

います。 
しかし、アメリカを輸出先とする大企業が日本人を豊かにする方向で役立っていないこ



とは、トヨタが世界一になっても貧富の格差が拡大し、生活保護やホームレスが激増して

いることで明らかです。しかも、輸出先のアメリカで貧困層が人口の半数を占めるように

なっている現在では、アメリカ人に購買力がなくなってきているのですから、製品の販路

をアメリカに求めるということそのものが意味を失い始めています。 
つまり「英語を社内の公用語にする」という方針は、貧困大国アメリカという現実の前

に、転換を余儀なくさせられつつあると言ってよいでしょう。にもかかわらず大学の経営

者は、このような現実に全く気づいていません。国立大学の学長も、法人化された今では

一種の民間企業になりさがってしまって、学者というよりも経営者になってしまっていま

す。にもかかわらず、「業績評価」で管理され、単に文科省の言いなりになってしまってい

ますから、経営者として自分の頭でものを考える力を失っています。 
そして文科省は力が弱いので経産省や財務省の言いなりですし、その経産省や財務省は

財界・大企業と太いパイプでつながっていますから、大学における「英語＝経済力」とい

う主張が、当面その勢いを失うことは難しいかも知れません（文科省と経産省が巨大電力

会社と一体になっていることは福島原発事故で誰の目にも明らかになりました）。しかしだ

からこそ、そこに英語教師の出番がある、と私は考えているのです。以下、稿を改めてそ

のことを説明したいと思います。＜註４＞ 
 
以上で述べてきたことは、いま大学では外国語教育の「英語一極化」が進んでいるが、

それは「英語の強さ」の表れではなく、むしろ「英語の弱さ」の表れではないかというこ

とです。 
ですから、フランス語など「第 2 外国語」を教えてきた教師の中には「このまま英語が

強くなっていけば将来は自分の仕事がなくなるのではないか」と恐れている方もみえるか

も知れませんが、それは半ば杞憂に過ぎないと言いたかったのです。 
しかし、「だからと言って､このまま放置すれば当面この流れは止まりそうにない」と思

われるでしょう。それにたいする方策は、この講演の後半で述べる予定ですが、まず英語

教師は、これにたいしてどう対抗すればよいのでしょうか。 
すでに述べたように、「英語は好きなものだけがやればよい」と思っている英語嫌いの高

校生が増える一方なのに、大学に入ったら TOEIC などのためにまた新しい受験勉強を強い

られています。大学の英語教師は、それを放置するわけにはいきませんから何とか好きに

させようと努力しています。しかし TOEIC 受験対策の問題集を教科書にした授業で英語が

好きになるはずがありません。 
ところで、ここにもう一つの問題が起きます。いろいろ教授法や教材を工夫すれば英語

を好きにさせることは可能なのですが、英語が好きになった途端に「アメリカに行きたい」

という学生が現れるということです。非常に手前味噌で申し訳ないのですが、私たちが研

究し開発した TM メソッドで教えると、高校で英語が大嫌いになっていた学生でも英語学

習に意欲を持ち始めるのです。＜註５＞ 



ところが英語が好きになった途端に「アメリカに行きたい」という学生が現れたり、ケ

ーブルテレビで FOX ニュースを見始めたりする学生が出てきます。これがなぜ問題なので

しょうか。それを説明するには少し時間が必要です。 
家人の教えている大学は高校時代に英語が大嫌いだった高校生ばかりが入学してくる大

学なのですが、その学生でも TM メソッドで教えると英語が好きになって家庭で FOX テレ

ビを見始める学生が現れるそうです。しかし、問題は FOX テレビを見始めると急に家人と

意見が合わなくなって困るというのです。 
ご存知だと思うのですが、FOX テレビというのは、ブッシュ大統領が嘘をついてイラク

戦争を始めたとき、それを最も強力に推進したメディアでした。もちろん当時はニューヨ

ークタイムズまでもがイラク侵略を支持したのですから、FOX テレビだけが悪者だったわ

けではないのですが、今ではニューヨークタイムズは当時の報道にたいして反省を表明し

ています。しかし FOX テレビは、いまだに反省していませんし、タカ派の姿勢を崩してい

ません。 
ですから、英語を教えて、英語を好きにさせたのは良かったのですが、そのことが学生

の視野や考え方を逆に狭めてしまう結果になることもあるのです。これが私の言う「英語

教師の、三つの危険」のうちの一つである「英語による、自己の家畜化」です。 
ここにおもしろい研究結果があります。ニュージャージー州で最大規模の大学 Fairleigh 

Dickinson University の研究によれば、FOX ニュースを見ている学生は、テレビでニュー

ス番組を見ていない学生よりも、世界情勢について無知だというのです。 
たとえば、FOX ニュースを見ている学生で、エジプトに民衆蜂起が起きて政府が倒れた

ことを知っている学生は、テレビで何のニュースも見ていない学生よりも、18 ポイントも

低かったそうです。＜註６＞ 
この結果を受けて、同大学の政治学教授 Dan Cassino 氏は、「この結果は、FOX ニュー

スに何か問題があることを示している。なぜなら、FOX ニュースを見た結果、ニュースを

全く見ない学生よりも、世界情勢に疎くなっているからだ」と述べています。 
http://www.democracynow.org/2011/11/22/headlines#18

言語学者で有名なノーム・チョムスキーの本に、『マニュファクチャリング・コンセント：

マスメディアの政治経済学』という古典的著作があります。これはマスメディアによって

合意（コンセント）が捏造（マニュファクチャリング）されるということを、詳細な事例

をもとに研究したものですが、それをもう一度証明したのが、嘘で固められたイラク侵略

だったと言ってよいでしょう。 
イラクに大量破壊兵器があるという大々的な宣伝をおこない、先頭に立ってイラク侵略

のための進軍ラッパを吹き鳴らしたのが FOX ニュースだったのですが、エジプトに関して

は逆に民衆蜂起でムバラク独裁政権が崩壊したことをなるべく隠そうとしたわけです。 
エジプトの独裁政権を支え続けてきたのが歴代のアメリカ政府でしたし、そのような政

府の広報役として振る舞ってきたのが FOX ニュースでしたから、これは当然のことかも知

http://www.democracynow.org/2011/11/22/headlines#18


れません。オバマ大統領も裏で必死に独裁者ムバラクを支え続けましたが、最後はついに

諦めて「民主主義を推進しようとしている若者たちを支持する」と表明せざるを得なくな

りました。 
ところが日本のメディアは一貫してオバマ大統領を民主主義の旗手であるかのように描

いてきましたし、英語教育産業もオバマ演説を英語学習の最適教材であるかのように宣伝

し、先述のとおり、その演説集は一時期、本屋で平積みになることすらありました。 
大学の英語教師、英語教育研究者も、これを賞賛して大修館書店の月刊誌『英語教育』

も、オバマ演説の特集を組んだことすらありました（2009 年 10 月増刊号）。私の言う「英

語教師の、三つの危険」のひとつ「英語による、教育・学校の自己家畜化」を絵に描いた

ような事件ではないでしょうか。 
 
私は、この講演の冒頭部分で、「外国語学習にいたる“みちすじ”は二とおりあるように

思います。ひとつは学ぼうとする外国語（あるいはその外国語を母語・母国語とする国）

があこがれの対象である場合です。英語がその典型例ではなかったでしょうか」と述べま

した。では、もう一つの道とは何でしょうか。 
それは英語教師が教材や教授法を工夫して学生の「英語嫌い」や「英語恐怖症」を治療

したあとに生まれる学生の学習熱・学習意欲です。しかしそれは、既に述べたように、英

語が好きになった結果、急に家庭で FOX ニュースを見始めたり、「アメリカに行きたい」

と言い出したりする学生を生み出す危険性もはらんでいるわけです。 
私は別に「アメリカに行きたい」という願望をいだくことが悪いといっているわけでは

ありません。問題なのは、突然「アメリカに行きたい」と言い出す学生のほとんどが、英

語どころか日本語の本や新聞ですら､あまり読んだことがなく、アメリカや世界について全

く無知なまま、渡航しようとしていることです。 
ですから、彼らは銃乱射事件が絶えないアメリカを知りません。だから、アメリカがい

かに危険な国であるかを知りませんし、黒人や有色人移民に対していかに冷たい国である

かも知りません。なにしろオバマ演説を教材として売り出すような英語教育産業がふりま

くアメリカ像は、相変わらず「民主主義の理想国家アメリカ」なのですから。 
では私たち英語教師は何をすればよいのでしょうか。そのためには、英語教育とは何を

目指すものなのかを、もういちど問い直さなければなりません。ふつう考えられているの

は、英語教師の仕事は「英語ができる生徒・学生を育てること」だと思われています。し

かし「英語ができる学生」を育てても、その結果として育ったのが「英語バカ」であって

は何にもなりません。 
東大教授でありシェークスピアの研究者としても著名だった中野好夫氏は、かつて「英

語は不思議なちからを持っている。というのは英語学習者の多くを英語バカにしてしまう

からだ」という意味のことを述べています。これは私が組織している英語教育の研究会メ

ンバーをみても実感することができます。というのは、その多くが英語にしか興味がなく



人間や社会にほとんど関心がないからです。 
私の研究会で、生徒の心をつかみ非常にユニークな教育実践を展開する教師の多くは、

文学部英文学科、外国語学部英語科、教育学部英語教育の出身ではなく、心理学科・歴史

学科・国際関係論などを専攻した英語教師でした。前者の出身者は、英語学習は辞書をく

ることであり会話のフレーズを覚えることだと信じて疑わないフシがあるのです。 
彼らは、教材の内容そのものにはあまり関心がありませんし、生徒がどんな思いをいだ

いて学校に来ているか、あるいは日本や世界がどのように動いていて、それが生徒の未来

にどう関わってくるかも、ほとんど関心ありません。こうして「英語教師の、三つの危険」

を絵に描いたような授業を展開することになります。ですから、生徒の心もうまくつかめ

ませんから、しばしば授業は「崩壊の危機」に晒されます。＜註７＞ 
これでどうして教育という営みが成立するのでしょうか。私が講演冒頭の自己紹介で「英

語科教育法と異文化理解を教えていますが、学生には“異文化理解”ではなく“国際理解”

と言い換えて教えています」と述べましたが、それには以上のような私の思いが込められ

ていたのです。 
というのは、私の知るかぎり、従来の「異文化理解」は、英文を読むためには英米文化

を知っていなければならないし、英米文化の基礎は聖書やシェークスピアにあるとか言っ

て、その詳しい説明をしたりすることが多かったように思います。 
その結果、クリスマスシーズンになると日本の家々でクリスマスツリーを飾ったりイル

ミネーションで玄関を照らすなどという家庭も出てくることになります。しかし、これは

欧米文化の崇拝者を育てることに役立っても、真の国際理解に役立つとはとても思えませ

ん。相変わらずの「英語バカ」を再生産することになるだけでしょう。 
 
こういうわけで私は『英語教育原論』で述べた「英語教師の、三つの仕事・三つの危険」

とは別に、もっと明白な「英語教育の目標」を提示する必要を感じるようになりました。

私にその必要性と緊急性を強く感じさせ、一刻も早くその目標を提示しなくては、という

思いにさせられたのが、文科省による新しい高等学校学習指導要領案でした。この指導要

領では「授業はすべて英語でおこなう」と明記されていたからです。 
この指導要領は高校生に英語嫌いが激増しつつあること、いわゆる「底辺校」では授業

の荒廃・崩壊が極度に進行していること、英語どころか日本語の学力低下が著しいことな

どに全く気づいていないのです。ですから、「授業を英語でおこなう」ことを強行すれば、

学校の荒廃がさらに深刻化するであろうことは目に見えている― 私の主催する研究会で

接する現場教師の話を聞く限り、そう私には思えました。 
また新しく採用されてくる英語教師は「授業を英語でおこなう」ことを念頭において選

考されるのですから、外国語学部英語科などを卒業した教師が自然に増えることになるで

しょうし、そうなると中野好夫氏の言う「英語バカ」がますます学校で幅をきかすことに

もなりかねません。これは生徒にとっても本当に不幸なことです。 



そんな思いを込めて執筆したのが、『英語教育が亡びるとき：「英語で授業」のイデオロ

ギー』（明石書店）でした。そこでは「英語教育、三つの目標」として次の三つを掲げまし

た。 
（１） 日本人の､日本人による、日本人のための英語教育 
（２） 母語を耕し、自分を耕し、自国を耕すための英語教育 
（３） 日本を「アメリカのような国」にしないための英語教育 

明治以来、日本で英語教育が導入されてから様々な英語教授法が輸入され、それが一世

を風靡したあと、跡形もなく消えて行くということを何度となく繰り返してきました。そ

れは英米で開発された移民対象の英語教育、すなわち ESL（English as Second Language）
を教えるために開発された教授法を、全く条件の違う日本に移植しようとしたからではな

かったかと思うのです。 
日本では英語を生活のために活用する環境は、外資系の会社に勤めるひとなど特殊な場

合をのぞいては、存在しません。つまり日本で教えられるべき英語は EFL（English as 
Foreign Language）であって ESL ではないのです。ですから ESL のための教授法は初め

から失敗する運命にありました。ですから、私たちは日本人の風土に合った教授法を自ら

の力で開発しなければならないのです。 
にもかかわらず、英米で開発された教授法こそ Authentic なものだという「欧米崇拝」

から、いまだに抜け切れていません。私が「日本人の、日本人による、日本人のための英

語教育」をまず第 1 に掲げた理由が、そこにあります。 
最近では「複言語主義」という考え方がヨーロッパを中心に提唱され、「誰でも母語以外

に 2 言語を！」というスローガンだけが一人歩きしていますが、その政策をよく読んでみ

れば、すべての人がバイリンガルやトリリンガルになる必要はなく、各自が自分の必要に

応じて到達目標を設定すればよいと言っているのです。 
ですから、「読めなくても話せればよい」というひとがいてもよいし、逆に「話せなくて

も読めればよい」というひとがいてもよいわけです。各自が自分の必要に応じて目標を設

定すればよいのであって、「読む」「書く」「話す」「聞く」の 4 技能がすべて同じレベルに

到達しなくてはいけないわけではありません。 
英語・独語・仏語といった、お互いに語源や文法がほぼ同じで習得が容易な言語でさえ、

EU の言語政策では 4 技能の全てを要求していないのです。ところが日本の英語教育界は、

すべてのひとが「読む」「書く」「話す」「聞く」の 4 技能を高度なレベルにまで高め、すべ

ての人がバイリンガルにならねばならないかのような幻想に満ちています。 
そのような強迫観念を極端におしすすめたのが、文科省の「小学校英語」であり、新し

い高等学校学習指導要領案「英語の授業は英語でしろ」という政策ではなかったのか、と

思うのです。大学で全ての学生に TOEIC 受験を強制したり、授業で TOEIC 受験の準備を

させるというのも、この流れにのったものと言うべきでしょう。 
このような政策がいかに馬鹿げたものであるかは、拙著『英語教育原論』『英語教育が亡



びるとき』で詳述しましたので、ここではこれ以上くりかえしません。 
 
また日本で英語教育を強力におしすすめている裏の動因が経済的要因であったことも、

すでに説明してきました。学校現場の ALT（英語指導助手）の採用が、実は貿易摩擦を解

消するためのアメリカ側の圧力と関係していたことは、今では周知の事実です。 
それはまた、「英語」という商品を日本で売りさばくための舞台が TOEIC を大学で受験

させるというかたちで実現されていますし、大学で採用される教科書のかなりが英米で出

版されたものですから、「英語」という商品を日本で売りさばくための舞台はさらに広くな

っています。 
もっと深刻なのは、「英語」という商品が広く出回れば出回るほど、日本人の価値観が歪

んでいくということです。英語が広まるにつれて英米文化の崇拝が進み、日本語までも大

きく変容させられることになりました。 
このような流れにたいする危機感を最もよく示しているのが、鈴木孝夫『日本人はなぜ

日本を愛せないのか』（新潮選書）ではないでしょうか。この本の中で鈴木氏は、「風知草」

といった風情ある草花名までも、日本人にとって意味不明なカタカナ語に取って代わられ

てしまっていることを嘆いています。 
鈴木氏は、アラビア語や韓国語も含めて、何か国語も駆使できる言語学者ですが、その

彼が、「名前を通じてその植物の優雅な姿・形までをもありありと目に浮かべることのでき

る豊かな語彙を日本語が持っているにもかかわらず、私たちはそれを捨て去ろうとしてい

る」と怒り嘆いているのです。 
 私が英語教育の目標として「母語を耕し、自分を耕し、自国を耕すための英語教育」を 2
番目に掲げたのは、このような意味合いが込められていました。初めは「母語を見つめ、

自分を見つめ、自国を見つめるための英語」という目標を考えたのですが、これではあま

りに目標が静的・受動的すぎはしないか、もっと動的・能動的な表現よみにできないかと

考えているうちに、「見つめる」→「耕す」を思いついたのでした。 
 
しかし、英語の広まりが日本にもたらす問題で、日本語の変容よりもさらに深刻なのは、

外交政策や経済政策の変容です。たとえばオバマ演説が名演説だとして英語学習の教材と

して広く使用されればされるほど、アメリカの外交政策は日本で広く浸透し支持されるこ

とになります。これが私の言う「英語教育を通じた」「教育・国家の自己家畜化」でした。

それが今では憲法 9 条の変容にまでたどり着いています。 
戦後アメリカの占領政策は、初期の頃は良い面をたくさん持っていました。財閥解体や

農地解放をして貧富の格差をなくし、一部のひとに権力や財力が集中するのを防ぎ、普通

選挙権を通じて民衆の政治参加も保障する努力をしました。その頂点にあったのが「憲法 9
条」をもつ日本国憲法の誕生ではなかったでしょうか。 
しかし、日本の民衆からの提案をも入れて、この新しい憲法を私たちにプレゼントして



くれたはずのアメリカが、社会主義中国が誕生し朝鮮戦争が勃発したころから大きく路線

転換し、日本国憲法の誕生に尽力した多くの若いアメリカ人が、GHQ から放逐されること

になりました。そして現在の日本では「憲法 9 条」を持ちながらも、世界有数の軍事力を

もつ国家へと変貌しました（油井太三郎 1989）。 
しかも近年は、国連という隠れ蓑を着たアメリカの要請で、イラクやハイチやスーダン

にまで自衛隊を派遣するようになっています。そして、そのことにあまり疑問をいだかせ

ないようにしている幾つかの要因のなかで、ここで特に注意を喚起しておきたいのが英語

教育のもつ隠れた力です。ノーベル平和賞を受けたオバマ氏の演説を教材として学べば学

ぶほど、無意識のうちに「侵略・拉致・拷問・暗殺」にあけくれるアメリカの外交政策を

正しいものとして受け入れるようになるからです。 
これはアメリカの経済政策についても言えます。アメリカのニュースを教材化した教科

書を使えば、富の源泉はすべてアメリカから生まれてくるような印象をもつでしょう。 
マイケル・ムーアの映画『Roger & Me』『Sicko』を見たことがあるひとなら、アメリカ

で貧富の格差が拡大し、医療費が払えなくて路上生活者になるひとが絶えないことは、徐々

に知られ始めていますが、私のまわりにいるひとに上記の映画を見たことがあるかと尋ね

ても、これを見ていないひとが多いことに驚かされます。英語教師すら見ていない人が多

いのです。 
つまり英語教師にとってすら、いまだにアメリカは「豊かな国」「理想の国」なのです。

私はこれを「英語読みのアメリカ知らず」と名づけていますが、よく考えてみると英語教

師はそれほど英語を読んでいないのです。読んでいるのはせいぜい文科省検定済みの教科

書だけですから、本当のアメリカを知りませんし、今は教科書も会話ブームですから、ま

すます英語を読む量が減っています。 
ですから「構造改革」→「規制緩和」→「民営化」というアメリカ流の経済改革が日本

になだれ込んできても、それが日本を豊かにする道だと疑わない英語教師が続出し、「英語

を学ぶと良い職業につけて豊かな生活をおくることができる」と生徒に説教することにな

ります。こうしてますます「英語一極化」が進行します。せめて教科書以外の文献を読み、

最新のアメリカ事情を知っていれば、こんなことは防げるのですが、今の現場は忙しすぎ

て、そのゆとりもありません。 
私が英語を学ぶ目標として最後に「日本を“アメリカのような国”にしないための英語

教育」を掲げたのは、このような意味が込められていました。というのは、日本にアメリ

カ流の「新自由主義」「市場原理主義」の経済が導入されてから、一挙に「派遣社員」が増

え、路上にはホームレスが溢れるようになったからです。 
ですから、今の日本で英語を学ぶ意味があるとすれば、日本を“アメリカのような国”

にしないために「本当のアメリカ」を知る― そのための武器として英語を学ぶ。これ以上

に大きな目標を、今の私は見出すことができません。 
日本を「ホームレスで溢れる国」「海外で人殺しをする国」にしないためにこそ、英語を



学ばなければならないのです。 
 ですから、外国語教育における「英語一極化」をくい止めるために英語教師に何ができ

るかと問われれば、「英語教師の､三つの仕事」のうちの一つ「外国語は英語だけでない」

を生徒・学生に語りつつ、「騙されないための英語」を学習者に呼びかける以外にはないと

思っています。なぜなら今までの私たちはあまりにも「嘘のアメリカ」を教えられてきま

したから。 
 
そして、そのために私は「読む」ことの重要さをここでもう一度、強調しておきたいと

思います。最近は「話す」「聞く」といった「会話力」ばかりが強調されていますが、TOEIC
や TOEFL の調査結果を見ても、日本人の英語力は「聴く力」よりも「読む力」のほうが

劣っていますし、また「騙されないための基礎学力」をつけるための最短距離は「読む力」

だと思うからです。 
Critical Reading（批判的読み）なしに、どうして「騙されないための言語力」を育てる

ことができるでしょうか。 
また、EU の主張する「複言語主義」の観点から言っても、日本のような EFL 環境のな

かでは、「読む力」の養成こそが最優先されるべきでしょう。会話のフレーズをいくら覚え

ても使う機会がなければ、すぐ忘れていきます。私の言う「ざる水―効果」です。「ざる」

に水をどれだけ注ぎ込んでも溜まっていきません。そんな無駄なことをやめて、着実に溜

まっていく学力こそ育てるべきでしょう。 
もう一つ、ここでどうしても述べておきたいのは、「翻訳文化」の重要性です。日本語を

国連の公用語にすることを強く呼びかけてきた鈴木孝夫氏は、『新・武器としてのことば』

のなかで「日本ほど翻訳を通じて世界中の情報を入手できる国はない」として、「翻訳文化」

の重要性を主張しています。しかし、私は翻訳文化の重要性はそれだけにとどまらないと

思っています。 
というのは、明治の先人たちは外国文化に接し、それを日本に紹介するために汗みどろ

の頭が下がるような苦闘を積み重ねて来ました。それが現在の日本をつくる土台になって

いるわけですが、それは単に新しい文明の輸入にとどまらず、それを翻訳し輸入する過程

で、新しい日本語が磨かれてきたからです。それが近代日本文学と言われるものでした。

ですから、翻訳は「母語を耕す」大きな原動力になったのです。 
私が英語教育の目標として「母語を耕し、自分を耕し、自国を耕すための英語教育」「母

語を見つめ、自分を見つめ、自国を見つめるための英語」をあげたのには、このような意

味も込められていました。しかし、これについては拙著『英語教育が亡びるとき』でも述

べたことですので、詳しくはそちらを参照いただければ幸いです。 
 
 
さて以上が、「英語教師として“英語一極化”にどう抗するか」について、私が今のとこ



ろ考えていることです。そこで以下では、「フランス語教師として“英語一極化”にどう抗

するか」「それに抗してフランス語教師に何ができるか」について、私見を述べたいと思い

ます。 
私がフランス語というものに初めて接したのは、東京大学の専門学科である「教養学部

教養学科」に進学してからでした。私は元々、湯川秀樹にあこがれて物理学の道をめざす

べく、最初は京都大学理学部を受験しました。しかしみごとに蹴落とされて、翌年は泣く

泣く東大の理科Ⅱ類を受験して、幸運にも合格することができました。 
というのは、湯川秀樹の自伝『旅人』を読んでいたら、「物理学は若い頭脳が必要で、老

齢で新しい発見をしたり新しい理論をつくり出すことは、まず不可能だ」というようなこ

とが書いてあって、私はこれを「要するに浪人しなければ入学できないような頭脳では、

物理学などやめろ」という意味に解釈したのです。 
そこで翌年は東大を受験することにしました。というのは教養学部の専門課程に「基礎

科学科」というのがあって、そこでは自然科学を自由にいろいろ学べることを知ったから

です。ここなら私のような頭脳でもついて行けそうだと思ったのです。それがフランス語

とどんな関係があるのかと訊かれそうですが、もう少し続けさせてください。 
浪人しているとき武谷三男『物理学入門―力と運動』（上）やアインシュタイン＆インフ

ェルト『物理学はいかに創られたか』を読んで、物理学史というものも非常におもしろそ

うだと思ったのです（ちなみに武谷三男というひとは湯川秀樹の高弟でしたが戦時中に反

戦運動をして獄にいたこともあり、戦後は帝国大学での職はありませんでした） 。 
そこで教養課程を終えて専門を選ぶときです。教養学部のなかに「基礎科学科」と並ん

で「教養学科」があり、そこに「科学史科学哲学」というコースがあることを知りました。

それで「これだ！」と思ってそこに進学することにしました。 
教養学科というところは非常に自由なところだったので、専門科目の単位を取り卒論を

書きさえすれば、あとはどこの学科も自由に聴講できました。私とフランス語の出会いは、

ここから始まります。 
その当時、若者の間では「実存主義」というものが大人気でした。とりわけその先導者

であったサルトルという哲学者と、その夫人であったボーボワールの著書は、大学生協の

書籍部でもよく見かけたように覚えています。それで私も彼らの本を何冊か読んでみるこ

とにしました。 
サルトルの本は難しくてよく分かりませんでしたが、ボーボワールの自伝『娘時代』な

どは私でも理解でき、当時の女性の新しい考え方や生き方を教えられて、非常に興味深く

思ったことを覚えています。しかも、サルトルの著作を訳しているひと（平井啓之）が「教

養学科フランス語科」にいたこともあり、急にフランス語に興味が湧きました。 
これと同じ現象が最近でも起きました。それはアメリカがイラク侵略を開始しようとし

たとき、時の外務大臣ドミニク・ドヴィルパン氏が戦争反対の声をあげたときのことです。

三浦信孝（2011：217）は、このことを次のように述べています。 



「国連安全保障理事会での、あなたのイラクにたいする軍事介入反対の演説は、情報通

信手段の発達により、世界中の何百万何千万の市民の耳に届いた。」 
このときアメリカは、自分を支持したチェコやポーランドを「新しいヨーロッパ」とし

て激賞し、他方でフランスを「古いヨーロッパ」と口汚く非難したのでしたが、三浦氏が

言うように、このときほどフランスとフランス語にたいする関心と威信が高まったことは、

かつてなかったのではないかと思うのです。 
 
ところで、私は入学したとき第 2 外国語としてロシア語を選びました。なぜロシア語を

選んだのか記憶にないのですが、その当時はソ連がスプートニクを宇宙に打ち上げ、科学

の先頭を走っているという印象がありましたから、たぶんそのせいで選んだのだと思いま

す。事実、当時の理科Ⅱ類は語学別にクラス編成がなされていて、ロシア語クラスが一番

多かったように記憶しています。 
なぜこんなことを述べているかというと、生徒・学生が外国語を選ぶとき、どのような

動機で選ぶかを説明したかったからです。「英語一極化」をくいとめるためにも、外国語を

選ぶときの動機を検証する作業は欠かせないと思うからです。 
私がロシア語を選んだのは、当時、世界で最も自然科学の研究が進んでいると思われた

国が、ソ連だったのです。ロシア語を教えている先生の中に物理学者・玉木英彦氏がいて、

次々とロシアの高名な物理学者の本を翻訳していました。その彼が『日露・物理学用語辞

典』をつくるためのカード作りが、私の受講するロシア語の授業だったということもあり

ました。しかし私にとっては極めて興味深い作業でした。 
現在の大学における外国語教育と違って、当時の東京大学は第３外国語まで選ぶシステ

ムでしたから、私はドイツ語を選びました。なぜドイツ語を選んだのか記憶にありません。

医学部進学の学生は第 2 外国語としてドイツ語を選ぶのが普通でしたから、理系の人間に

とってはドイツも学ぶべしという程度の認識だったのでしょう。フランス語というのは文

学をやるひとが選ぶ言語だという漠然とした思いもありました。 
要するに、私がここで言いたかったことは、外国語学習はそのときどきの政治状況や文

化情勢に大きく左右されているということです。現在の「英語一極化」もアメリカが世界

の帝国だということと切り離して考えることはできませんし、私が教養学科に進学したと

きフランス語をかじってみたのも、当時の「実存主義の隆盛」という事情が深く絡んでい

たように思うからです。 
私がアメリカの大学で 1 年間、日本語を教える機会があったとき、休暇を利用して「パ

リの Quartier Latin（カルチェ・ラタン）を一度は訪ねてみたい」と思ってフランスに行

ったのも、この大学時代の体験が大きな動機になっています。 
当時はパリが「実存主義」の中心地であっただけでなく、世界をゆるがしていた学生運

動の一つの中心地がカルチェ・ラタンだったので、その雰囲気がどんなものだったのか、

その残っているかもしれない微かな臭いだけでも嗅いでみたいと思ったのでした。 



ベトナム反戦運動がアメリカの大学だけでなく日本の大学でも広まりつつあったときで

したし、ピカソの「ゲルニカ」という絵画が平和運動の象徴とされていた時代ですから、

絵画のメッカである Mont des Martyrs（モンマルトル、殉教者の丘）もぜひ訪ねてみたい

という思いもありました。ピカソが住んでいたという安アパート Le Bateau-Lavoir（洗濯

船）にも興味がありました。 
私が自分のこのようなフランス体験やフランス語体験を話すのは、それが「英語一極化」

をくいとめるために努力されているフランス語教師の皆さんに、何かヒントになることが

あるのではないかと思うからです。 
というのは、現在の「英語一極化」をフランス語教師がくいとめるためには、英語学習

のもつ危険性を語るか、フランス語学習がもたらす豊かさを語るか、の二つしかないと考

えるからです。 
しかし、先にも述べたとおり、英語教師ならいざしらず、フランス語教師が英語学習の

もつ危険性を語っても、それは単にやっかみにしか聞こえないという恐れがあります。で

すから、残されている道は、フランス語学習がもたらす豊かさを学生に語ることしかない

ように思うのです。 
フランス語を学べば、このような新しい豊かな世界が開けてくる―そのようなことを学

生に語ってやれば、かつて私が「実存主義」にひかれてフランス語をかじってみる気にな

ったのと同じように、フランス語に挑戦してみようという学生が現れるでしょう。このよ

うな試みの一つが慶應大学湘南藤沢校舎でおこなわれている外国語学習カリキュラムでは

ないでしょうか。 
すでに皆さんは御存知のことと思いますが、ここでは従来のやりかたを大きく変えて、

入学してきたばかりの学生に半年かけて「私が教えている外国語を学べば、こんな新しい

豊かな世界が開けてくる」という宣伝をさせるそうです。そして教養課程の残る期間は、

そのオリエンテーションによって動機づけられた外国語を、一つだけ選んで集中的に学習

すると聞いています（関口一郎・編、1993）。 
どれだけ徹底した語学訓練のカリキュラムをつくっても、それだけでは、多くの学生は

なかなか外国語を学びたいと思ってくれません。訓練ばかりだと逆に嫌いになる可能性も

高いからです。TM メソッドで英語嫌い・英語恐怖症がなくなり「アメリカに行きたい」と

いう学生が出てきて困った、という話を先にしましたが、それは「訓練」ではなく、「学び

方」を教え「学習意欲」を引き出したからだと思っています。 
ですから、外国語教育はつまるところ動機づけ・学習意欲の喚起、すなわち「学びたい

と思わせる」こと以外にないと思うのです。 
[ただしチョムスキー（2001）は「教師の仕事は“学びたいと思わせる”に尽きる」と言

っていますから、これは語学教育だけのことではないのでしょうが、・・・]  
  
では、フランス語を学ぶと､どんな新しい世界が開けてくるのでしょうか。それを私に教



えてくれたのが、中村典子(2007)「日本における多文化共生をめぐって―フランス型モデル

との比較検討を通じて」、中村氏の翻訳(2011)「フランスにおける中国系移民－ 統合のひと

つの模範か？」でした。 
 この論文は私が甲南大学の講演に呼ばれたとき中村氏から頂いたものですが、読んでみ

てフランスにおける弱者対策が他国に比べていかにきめ細かく配慮されたものであるか

が、よくわかりました。 
 書籍や NHK「世界のドキュメンタリー」（『フランスの母になりたい、マダム・ロワイヤ

ルの 6 か月』2007/5/26）などを通じて、以前からフランスには「ポストの数ほど保育所が

ある」「日本では出生率が落ちているのにフランスでは逆に上昇している」ことを知っては

いましたが、中村論文から新しいフランス像を知った気がしたのです。 
 たとえば、アメリカでは今、ホームレスが深刻な問題になってきて、「占拠」運動（Occupy 

Movement）がアメリカ全土に広がる土台になっているのですが、フランスでは「対抗的な

住居権」（Droit opposable au logement）というものがあることに、驚かされました。中

村（2007）には次のように書かれています。 

「2008年以降，フランス市民でホームレス状態にある人たち（2012年以降はトイレやシャワーがな

いような劣悪な住居に住む人も含む）は，国や自治体が適切な住宅を供給しなければ訴えるこ

とできる。」「この法律により訴えられないために，国や自治体は，困窮状態にある人々に対する

住宅対策を強く推進しなければならないことになる。」（中村2007:194） 

しかも、さらに驚いたのは、保守・右派で雇用・社会的団結・住居省の大臣ジャン＝ル

イ・ボルローですら、「教育や医療と同様に，各人が資産や収入に応じて，劣悪でない住

居に住めるようにすることは，国家の責任である」と語っていることでした。 

他方、アメリカではどうでしょうか。住宅供給会社が銀行と結託して貧困者をだまして

住宅を買わせたあと、借金を返せないからという理由で身ぐるみ剥いだ上で路上に放りだ

しているのです。それに抗議して公園を「占拠」してテントを張ると、武装した警官が襲

ってきて再び路上に投げ出されるということが、いまだに続いています。 

 移民問題についても、アメリカでは現在、新しい州法の下で、大量のメキシコ系（ラテ

ィーノ）移民が国外に放逐されています。その結果、子どもだけがアメリカに残されて親

が中南米に強制退去させられる、「家族離散」という悲惨な状況も、あちこちに現出して

います。これはアメリカが出生地主義をとっているからです。 

しかし同じ出生地主義をとっていても、フランスでは、中国人移民に関するかぎり、こ

のような問題が起きていないことも、中村氏の翻訳論文から知ることができました（ミュ

リエル・デトリ、2011）。 

 というのは、中国人移民は独自の共同体をつくり、移民をそのなかで受け入れて就職さ

せ、自分で店を持つといった独り立ちができるまで、共同体で援助していくしくみをつく

っているので、白人から仕事を奪うことにならず、したがって中国人にたいする排斥運動

はおきていないというのです。日本でも近年、少子化が進み労働人口が激減する傾向にあ



ることを考えると、貴重な示唆を与える研究であると思います。 

 しかし、それよりも重要なのは、日本が労働人口を移民に頼らなくてもよい社会にする

ためにも、出生率を増加させてきたフランスの政策から学ぶことは多いはずです。たとえ

ば、労働時間を短くして就労人口を増やし、かつ誰もが人間らしい生活ができる「最低賃

金」が保障される社会をつくることなしには、若者は就職も結婚もできません。 

たとえば、フランスでは参入最低所得（RMI：Revenu Minimum d’Insertion）という制

度がありますし、労働時間と、それに込められた労働観・人生観も、日本と比較すれば、羨ましい

かぎりです。中村（2007）は、それを次のように述べています。 
日曜・祝日に商店やデパートが営業することが原則として禁じられており，24時間営業のコンビ

ニエンス・ストアなどは認められていない。そうした労働環境の中，フランス人は休暇や休日に絶

大な価値を認めている。フランスで自主的に規定労働時間を越えて働くのは，管理職や自由業

などの「高給取り」であり，一般の労働者については，週35時間制と最低５週間の法定年次有給

休暇が守られているだけでなく，「サービス残業」などは存在しない。下記のグラフからわかるよう

に，2003年におけるフランスの年間総労働時間は1538時間，ドイツは1525時間であるが，日本

は「サービス残業」を含めずに1975時間である。フランスとは少なくとも437時間の差があるが，こ

れを日本の週40時間制を考慮して日数にしてみると約11週間，２ヶ月半余りに相当する。という

ことは，フランス人やドイツ人は日本人に比すれば，少なくとも２ヶ月半以上の有給休暇を取得し

ているということになる。(中村2007:206-7) 

このようにフランスは日本に多くのことを学ばせてくれます。その学んだことを、もっと中村論文か

ら引用したいのですが、長くなりますので、ここでは割愛させていただきます。＜註８＞ 

いずれにしても、このような事実を知らせながらフランス語にたいする学習意欲を高め

ていくことが、結果として英語学習者が野放図に増えていくことにたいする歯止めとなる

のではないでしょうか。それどころか、むしろ友人にもフランス語学習をすすめる力や元

気を与えることになるでしょう。 

なぜならフランス語学習者は、このような事実を知ることによって、「フランス語を学

んで良かった」「視野が広がり人間として成長することができた」という実感を持つこと

ができるからです。単なる語学訓練だけでは、フランス語学習者に「人間として成長した」

という喜びや自信を与えることはできないでしょう。 

 

 しかし、ここでもう一つどうしても述べておきたいことがあります。それはフランスと

フランス語を愛するあまり、フランスの犯してきた罪、いま犯しつつある行為に眼をつむ

ってはならないだろうということです。そういうことをすれば、長い目で見て結局は「英

語一極化」を助長することになるだろうと思うからです。 

 カルヴェ『言語学と植民地主義』『言語戦争と言語政策』などを読めば分かるように、フ

ランスはアフリカの植民地で、イギリスがインドその他でおこなってきたような、搾取と

同時に「ことば喰い」もおこなってきました（これは戦前の日本が朝鮮や台湾でもおこな



ってきたことですが）。 
また、フランスは一貫して中米ハイチの独立を妨げてきましたし、最近でも、アメリカ

の手引きでハイチにクーデターが起こったときもフランスが裏で協力していました。当時

の大統領アリスティドは拉致されて中央アフリカ共和国にまで連れて行かれ、空港で投げ

捨てられたのですが、そのときアメリカは裏で旧宗主国のフランスと連絡を取り合ってい

たことは今では明らかだからです（末尾 URL を参照）。 
 もう一つだけ例をあげるとすれば、最近の NATO によるリビア空爆を指摘することがで

きるでしょう。チュニジアの民衆蜂起がエジプトに飛び火し、それが更にリビアのカダイ

フィ大佐を追放するという動きに発展しました。このリビアにおける民衆蜂起を支援する

という名目で大量の空爆がおこなわれたわけですが、この過程で多くの民間人の命も奪わ

れました。その先頭に立ったのがフランスでした（末尾 URL を参照）。 

 民衆蜂起しているのを独裁者が弾圧しているから、それを支援するため空爆する、とい

うのであれば、イエメンやバーレーンでも多くの民衆が決起し、殺されたり拷問されたり

しているわけですから、これを放置してリビアだけを攻撃するというのは、誰が見てもダ

ブルスタンダードだとしか言えないでしょう。 

とりわけバーレーンの場合は、隣の独裁国家サウジアラビアから軍事部隊が出撃してい

るだけでなく、血みどろになっている民衆を救急治療した医師団や看護婦たちまでも、牢

獄に入れられているのですから、なおさらのことです。 

 ですから、アメリカによるイラク侵略の時、ドミニク・ドヴィルパン外務大臣によって、

いちやく威信を高めたフランスとフランス語でしたが、このハイチのクーデターやリビア

爆撃で、再びフランスとフランス語への魅力は大きく損なわれてしまいました。＜註９＞ 

 このように、外国語というものは常に、そのときどきの政治情勢や経済情勢によって浮

き沈みを余儀なくされています。したがって「英語一極化」をくいとめてフランス語の拡

大をはかりたいのであれば、フランス政府そのものの威信を維持する必要があるでしょう。 

日本のフランス語教師に、それがどれだけ可能かは疑問ですが、少なくともフランス政

府の行動について「是々非々」の姿勢を貫き、それがフランスの世論に響くよう努力する

ことが、結局は「英語一極化」をくいとめ、フランス語の威信を維持・拡大する道なので

はないでしょうか。 

 

 教育学の重要なキーワードに「A させたいときには B の指示をせよ」ということばがあ

ります。これを外国語教育にあてはめれば「会話力をつけたければ会話ごっこをさせては

ならない」ということになります。 

近年の外国語教育、とりわけ英語教育は、その目的が極度なまでの実用性に傾いていま

す。中学校の英語教科書も今はほとんど会話一辺倒です。しかし、すでに述べたように学

校で会話一辺倒の授業をしているかぎり会話力はつきません。それは「ざる水―効果」で

すから。 



では「A させたいときには B の指示をせよ」という原則を、外国語教育における「英語

一極化」をくいとめるための指針として役立てようと思ったとき、フランス語教師は何を

すればよいのでしょうか。 

それは、既に述べてきたことですが、「英語やアメリカを攻撃する」ことよりも、「フ

ランス語学習からどんな豊かな世界が開けてくるか」「フランスとフランス語の良さを学

習者に指し示す」「そして学習者に、フランス語学習への誇りと意欲を喚起する」ことに

尽きると思います（もちろん英語教師にとっては、「英語やアメリカの汚点を明らかにす

る」ことが大きな仕事になることは言うまでもありません）。 

このことを改めて確認して今日の講演の末尾にしたいと思います。ご静聴ありがとうご

ざいました。 

 

 

NOTES 

１ たとえば、英語一辺倒の外国語教育に警鐘を鳴らすものとして『英語を学べばバカになる、グローバ

ル思考という妄想』という本が既に出ていている。しかし、この著書である薬師院仁志氏は、内容を読む

かぎり、フランス語やフランス社会の眼を通して英語や英国・米国を批判する視点で一貫していた。だか

ら、やはり英語学習＝「国際理解の道具」を信じて疑わないひとからは「ねたみ」「そねみ」と受け取られ

かねないなあ、というのが読後の印象だった。 

２ 「小学校英語」で見られた非常に興味ある現象は、その是非が英語教育界で大きな話題になった中

で、日本英語学会の元会長安井稔氏や同時通訳で有名な國弘正雄氏など英語の使い手として著名な

ひとたちが、小学校英語に強い疑念を表明されていたということである。他方、小学校英語の推進者とし

て強い発言を繰り返し表明した勢力の一つが、「児童英語教師」の資格をも出すというふれこみで英語

熱をあおりたてた「児童英語教育」団体であった。と同時に日米経済摩擦の解消策の一つとしてALT導

入が図られた（和田2004）と同じように英語を商品として買わせようとする米国の思惑が、そこに重なって

いるのかも知れない。 

３ 英語を「商品」として考えたとき、どの程度の価値があるのだろうか。イギリスが英語を「商品」として売

り出した場合、どれくらいの収入があるのだろうか。それをジャン＝フランソワ・グラズィアニ（2011：187)は

次のように書いている。 

英語圏の国々が英語の優位から引き出す利点とはなんだろう．相対的な独占状態（シナリオ1）あるいは絶対

的な独占状態（第二外国語を学習する義務のないシナリオ1）においては、それは拡大する以外ないだろう．

「優遇された市場」（非英語話者に対する英語の教育のための財とサービス），翻訳・通訳・外国語教育のため

の経済を計算の中に含めるグランの概算によれば，英国の利益は100億～170億ユーロの間となる．それは英

国国内総生産の1％にあたる．したがって非英語圏の国々が自国の利益をよく理解するならば，厳密な市場

の原理からして，英語のヘゲモニーを拒否するということになる。(下線は寺島) 

上記でグラズィアニが述べている「三つのシナリオ」とは、EU における言語政策を指し、シナリオ（１）は

「すべて英語への移行」、シナリオ（２）は「仏、英、独のうちの二つをできるようにする」、シナリオ（３）は



「エスペラント語への移行」である。そして「もしグランのようにフランスが 3 つの外国語を学ぶという義務

を維持するとすれば，かかる費用はシナリオ 1，2 では同じ，しかるべきレベルに到達するのがほかの言

語よりエスペラント語の方が早いことから，3 では若干安くなる．」とグラズィアニは分析している。 

４ 大学や小学校で英語教育が声高に叫ばれる背景には、今までは社内教育で英語力を必要な人材

を育ててきたのに、その余裕がなくなった大企業が文科省に圧力をかけて大学や小学校にその仕事を

押しつけてきたのではないか、という推測を述べた。しかし私は日本の英語教育を強く望んでいるのは

実は防衛省ではないかと疑っている。というのは、日本の自衛隊は米軍と緊密な協力関係にあり、合同

軍事演習は英語でおこなわれるのであって日本語ではない（むしろ自衛隊は米軍の指揮に従っている

と言った方がよいのかも知れない）。したがって自衛隊幹部にとっては英語力は欠かせない武器であり、

これなしには何も進まないからである。 

５ ここで言う「TM メソッド」とは、私が高校教師だったときに研究・開発した英語教授法で、普通科高校

で研究を開始し、定時制高校の極端な「英語嫌い」や低学力の生徒と格闘しているときに、ほぼ完成し

た教授法である。その後、岐阜大学教養部に異動したが、ここでも TM メソッドの有効性が試され、今で

は大学でも、この教授法の有効性が証明されつつある。こうして高校から出発した研究・教授法が、下

は中学校、上は大学まで広がり、私の主催する研究会の会員には大学教師までいるようになった。国立

高専でドイツ語を教えている教師からも TM メソッドの有効性が報告され、ドイツ語教師の会員すら誕生

するようになった。「TM メソッドを小学校でも使いたい」という声が寄せられているが、私自身が小学校英

語に賛成ではないので、今のところ、それはお断りしている。なお TM メソッドおよび私の主催する研究

会 JAASET（略称「記号研」）については拙著『英語教育が亡びるとき』の末尾に関連文献一覧を載せた

ので、興味ある方は参照されたい。 

６ それを報じた Democracy Now！のヘッドライン・ニュース（2011/11/22）を以下に載せておく。このニ

ューヨークに拠点を置く「Democracy Now！」という放送局は、大手メディアが決して伝えようとしない情

報を知らせてくれるという点で、私にとっては非常に貴重な存在である。 

Survey: Fox News Viewers Less Informed than Those Who Don’t Watch Any News 

http://www.democracynow.org/2011/11/22/headlines#18

A new survey from Fairleigh Dickinson University has found that viewers of Fox News are less informed 

about world events than people who do not watch any news. The study found viewers of Fox are 18 

points less likely to know that Egyptians overthrew their government, six points less likely to know that 

Syrians have not yet overthrown their government, compared to those who watch no news. Fairleigh 

Dickinson political science professor Dan Cassino said, "The results show us that there is something 

about watching Fox News that leads people to do worse on these questions than those who don’t watch 

any news at all." 

７ 英語教育を「教育学」全体の中に位置づけて「英語科教育法」を展開している英語教師および「英語

科教育法」の教科書を､私はあまり見かけたことがない。中野好夫氏のいわゆる「英語バカ」が日本で再

生されているのは、こんなところに原因があるのかも知れない。なお私の英語教育観は拙著『英語教育

原論』を参照されたい。また同書には、研究社主催の英語教員研修会で配布した「私の教育原理」を採

http://www.democracynow.org/2011/11/22/headlines#18


録してあるので、これも参照していただければ幸いである。 

また、ここでどうしても言及しておきたいのは、西山教行(2011)が、宇沢弘文(1998,2003)に依拠しつつ、

教育を「社会的教育資本」の一つに位置づけ、経済市場の望む人材育成に強い警鐘を鳴らしているこ

とである。宇沢氏は教育の社会的機能を「社会的統合、平等、人格的発展」にあると考えているのだが、

このような視点で言語教育を考えないかぎり、学校教育は企業社会に奉仕し、いわば企業の「下請け」

となる恐れがあると西山氏は主張している。また、だからこそ語学訓練だけの外国語教育に堕してはな

らないし、「英語一辺倒の外国語教育」になってもいけないのである。 

８ 中村論文で、もう一つどうしても紹介しておきたいのは、「フランスの教育制度，教育内容」である。氏

は、「自分の授業では、バカロレアの試験内容を説明し，バカロレアで求められるフランス式の小論文

（dissertation）を課題として出すと同時に，フランス式の口頭発表を日本語で行うよう指導している」と述

べつつ、日本の教育について次のように書いている。 

もしかしたら現在の高校までの教育は，人を選別するための仕組み，社会人として競争社会で生きていくため

の予行練習としてしか機能していないのではないだろうか？小学校の高学年以降は，自分の意見を求められ

ることもなく，というよりも，自分の意見を言うと，教師からも同級生からも疎んじられたり，異端者扱いされるらし

い。また，大学受験で問われる内容に関しても，例えば大学センター試験を見れば明らかであるように，ほと

んどの部分が多肢選択式テストになっているからして，何か新しいものを考え出す必要などなく，「与えられた

選択肢の中から選ぶ」という作業に徹することが受験勉強の大半を占める（もちろん，試験によっては記述式

の問題や作文，小論文もあるが，ここでは細部に立ち入らない）。こうした「受験のための教育」を12年間受け

て大学に入学してくる学生たちは概して無口である(中村2007:209)。 

これを読んで私は宇沢弘文（1998,2003）を思い出した。これらの著書を通じて、宇沢氏が、「大学の序

列化」と「思考レベルの低下」を招くとして、共通 1 次試験（大学センター試験）発足当初から、これに厳

しい批判を加えていたことを知り、改めて蒙を啓かれる気がしたからである。最近は英語に「聴解テスト」

が加えられるようになったが、莫大な金をかけながら教育産業にしか役立たないテストの現状を見るに

つけ、ますますこの思いを強くしている。 

９ 最近、フランスの威信を傷つける事件がもう一つあった。それは、福島原発事故を契機に、フランス

が「巨大な原発依存国家」であることが露呈してしまったことである。しかも、福島原発事故を援助すると

言って乗り込んできたサルコジ大統領だったが、持ち込まれた機械がほとんど役立たなかったことも、さ

らにフランスのイメージを悪くした。あれは単にアレバ社の機械を高い値段で売りつけるためではなかっ

たのか、という疑惑が生まれたからである。それに反してドイツとドイツ語の威信と権威は急上昇した。い

ち早く脱原発を宣言したからである。しかし、この中でいちばん威信と権威を失墜したのは日本と日本

語だったのではないか。なぜなら自国の原発事故すらまともに終息させる技術を持たないのに、臆面も

なく原発を海外に売り込もうと走り回っているからだ。「日本語を国連の公用語に！」と奮闘努力されてき

た鈴木孝夫氏にとって、これほど憤懣やるかたない事態は無いのではないか。 
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