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Abstract
Since April 2002, all public elementary schools started using a new “Course of Study”
authorized by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology, which
allowed the implementation of English teaching as an option to international
understanding in the public school system in Japan. Therefore, it is about time that
teachers and teacher trainers gained knowledge about language acquisition and learning,
considering the developmental appropriateness of children, as well as the practical
techniques for teaching children English. This will enable elementary school teachers to
broaden their options to make efficient use of the “Period for Integrated Study” in order
to motivate and interest their students to learn. This paper will provide some insights for
teaching English as a Foreign Language (EFL) to children in Japan and its issues.
Included are three main parts; 1) the view of teaching English in elementary schools
under the Japanese educational reform of 2002 and its issues, 2) the differences between
English as a Second Language (ESL) and EFL, and 3) language acquisition and learning
in relation to learners’ age, based on the theoretical framework.

Ⅰ．はじめに
2002年４月から全国の公立小学校で新しい学習指導要領に基づく授業が始まった。この学習
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指導要領によると、
「総合的な学習の時間」が新設され、小学３年生、４年生は、年間105時間、
小学５年生、６年生は、110時間がその時間にあてられる（文部省, 1998）。この「総合的な学
習の時間」において、国際理解教育の一環として「外国語会話等」という位置付けで英語を取
り上げることが可能になった。小学校によっては新しい学習指導要領に基づく指導が開始され
る以前から英語活動をすでになんらかの形で取り入れていたところもあり、その成功した実例
が新聞記事や雑誌などでも取り上げられている1 ）。このように周囲の期待が高まる中、新しい
学習指導要領下での指導が始まり、小学校で英語を学ぶ機会を与えられた子どもたちが、中学、
高校、大学へ進み、やがて社会に貢献するに至ってどのような成果を生み出すかはこれから注
目されるところであろう。
では、英語活動を取り上げる小学校では、どのようなことに気をつけて、どのようなことを
活動に組み込んで計画をたてて行けばよいのだろうか。文部科学省が作成している『小学校英
語活動実践の手引』（2001）では、体験学習的要素を含んだ音声中心の指導が活動のねらいと
して挙げられている。例えば、ゲームや歌、紙芝居やスキット、ロールプレイなどを通じて、
子どもたちに英語や他国の文化について学んでもらおうというのだ。書きことばとしての英語
ではなく、教師中心の教え込む授業でもない。生徒から発話を引き出せるような生徒中心の授
業が求められる。特に「知識」としての英語ではなく、音声中心の言語活動から「運用能力」
を増すようなオーラル・コミュニケーションを主体とする体験学習的授業である。更に指導者
は、生徒が英語を楽しく学ぶこと、すなわち、「学習」でもあり「楽習」でもあるような指導
体系を築くことが期待される。

．．
最も重要なこととしては、指導者は、「がく 習」を通じて、子どもたちが「他言語や他文化

を知ることは楽しい」と言える様に彼らのモーティベーションを高める。更に、言語活動を通
じて、子どもたちの英語運用能力とコミュニケーション能力の基盤を育成していくことが望ま
れる。しかし、新小学校学習指導要領（1998）や英語指導方法等改善の推進に関する懇談会の
審議経過報告（文部省ニュース, 2000）には、コミュニケーション能力についての具体的記述
がなく、現職の小学校教員もどのように計画を立てていけば良いか困惑を隠せない状況にある
ようだ。
このような状況下で、英語活動の導入を実施している、あるいはこれから実施しようと計画
されている小学校教員の中には、特に

英語

と聞くと、英語の専門家ではないのでしっかり

指導ができるか不安だと思ったり、英語活動実施により生じ得る諸問題に対してどのように対
処していけばよいのだろうかと不安に思う教員も少なくないだろう。これは、小学校で英語指
導に直接携わっている教員だけに限らず、英語教育全般への問題提示でもあるように思える。
また、日本の英語教育を改善していくためにも皆が考えなければならない問題、そして課題で
もあるのではないだろうか。
そこで、本論文では、小学校英語導入における諸問題をはじめ、子どもの言語習得過程につ
いて、民間の子ども英会話学校で得た筆者の経験を基に理論と実践を組み立てながら述べてい
きたい。第一に、早期外国語教育の位置付けと諸問題、第二に、他国との言語環境のちがい−
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外国語としての英語（English as a Foreign Language-EFL）と第二外国語としての英語
（English as a Second Language - ESL）、第三に、母語及び第二言語習得理論から示唆される外
国語習得へのアプローチを年齢や子どもの成長段階に分けて考察する。

Ⅱ．小学校英語導入の位置付けと諸問題
小学校に英語がやって来た

と様々なところで耳にするが、2002年４月現在では、必ずし

もすべての公立小学校で英語が導入されているとは限らない。小学校の英語活動（学習）は教
科としてではなく、あくまでも国際理解教育の一環として取り上げることが可能になったとい
うことである。『小学校英語活動実践の手引』（2001:3）によると、国際理解教育では３つの活
動；１）「英語活動」、２）「国際交流活動」、３）「調べ学習」を柱に子どもたちに国際感覚を
養わせ、磨きをかけていこうというのである。「英語活動」では、活動そのものが異文化に触
れる良い機会になる。「国際交流活動」では、子どもたちは、様々な学校行事を通じて他文化
に触れたり、地域の外国人住民や留学生と交流を図り、「調べ学習」では、子どもが興味や関
心を抱いたことを自らの力で深めていけるようにしようというのである。更に、英語指導方法
等改善の推進に関する懇談会の審議経過報告（文部省ニュース, 2000）では、今後の展望とし
て、国際理解教育の一部となる「調べ学習」等を通じて、子どもたちが、これからのI T
（Information Technology）社会に対応していけるような「情報活動能力」の育成もねらいの１
つとして挙げている。しかし、これを実現可能にするには、まず、各学校における情報通信機
器の設備や情報環境の整備が行わなければならない。
現状況下において、小学校では、英語の検定教科書はない。しかし、文部科学省のかかげる
国際理解教育の理念を踏まえ、小学生だからできるということを上手く利用した指導計画を立
てなければならない。文部科学省が作成している『小学校英語活動実践の手引』（2001）を手
掛かりにすることができるとはいえ、具体的に指導計画を構成する際の基盤となるカリキュラ
ムはなく、各都道府県の教育委員会を中心に地方自治体の活動や地域活動として事実上、小学
校における外国語の教育方針が定められつつあるのではないだろうか。文部科学省は、小学校
に国際理解教育の一環として、英語学習を導入してもよいというシグナルを出したにもかかわ
らず、国レベルでの具体的サポートを施していないように思える。このことからも、児童の受
ける英語教育が地域や学校の計画・方針によってまちまちになるのは予想できるだろう。言い
換えれば、小学校の英語の位置付けは、教科としての英語ではなく、「総合的な学習の時間」
で扱う、国際理解、情報、環境、福祉・健康の中の選択の一部として「外国語会話等」という
中で英語を取り上げる可能性ができたにすぎない。国レベルの学年別、あるいは小学校終了時
の具体的な英語の達成目標は設定されていない。それゆえに、子どもが通った小学校によって
英語の学習内容があまりにもちがったり、あるいは、英語を取り上げない小学校もあったり、
英語の体系的学習も加わる中学校英語教育のスタートラインからレベル差が生じるということ
もあり得るということである。それが子どもの

英語のつまずき
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学校教師は更なる注意を払う必要が出てくる。プラスになるべき小学校英語導入がマイナス要
素となっては意味がない。学習者が「英語好き」あるいは「英語嫌い」になるのは、学習初期
段階に受ける印象が大きな影響を与えるのは言うまでもないだろう。どの小学校でも、子ども
たちが英語や異文化について触れることで「英語好き」になり、更なる英語学習への意欲と興
味が湧いてくるような指導計画を立てる必要がある。
一方、考え方を変えてみると、小学校で英語活動に対する教科書やカリキュラムがないとい
うことは、ある一つの枠組みにとらわれることなく、生徒の反応を見ながら、自分たちのペー
スで好きな内容を取り上げ英語活動を進めていけるというメリットもあるということだ。しか
し、特に初めて英語指導をする教員にとっては、その日にする英語活動の計画はするものの、
生徒が英語活動で学んだことを積み上げ、それらを次の活動へどのように生かしていけば効率
の良いしかも有意義なレッスンができ得るかという長期的な目標を持った計画を立てていくの
は難しいように思える。やはり、年間を通じて指導計画を立てる際に参考にできるものがある
というのは、教員の負担を物理的にも精神的にも軽減させると共に、英語活動への見方や姿勢
にも変化をもたらすのではないだろうか2）。より良い指導・学習環境を設置していくためにも、
現職の教員を含め、教育研究者たちは、小学校、中学校、高校、更には、大学に至るまでの英
語教育全体に目を向け英語教育全般の連携性を模索し、子どもたちが前段階で学習したことが
無駄にならないような一貫性のあるプログラムやカリキュラムを作成していくべきである。
また、指導形態においても、ALT（Assistant Language Teacher –外国語指導助手）と日本人
教師が行うティームティーチングなのか、日本人教師が一人で授業をするのか、あるいは中学、
高校、大学における現職の英語教諭あるいは英語教諭免許を所持する日本人講師などの派遣が
あるのか等も授業構成段階において大きな要因となる。子どもたちは、ALTからALTの母国に
ついての話を聞いたり学んだり、英語を通じて交流することで貴重な体験を得ることができ異
文化への興味を育てる良いきっかけになるため、ALTを含む指導体制が理想的ではあるが、現
実問題として各小学校にALTを配置することは適切な人材の十分な確保や予算的なことを考え
ると容易ではない。ゆえに、地域の住民や外国人留学生のボランティアや協力が大きな手助け
となってくることが予想される。久埜（2001）は、ALTと日本人教師のティームティーチング
による成功例は多く、外国人教師と肌で接し共に学ぶことは、子どもにとって得がたい経験と
なるであろうと述べている。しかし、久埜は、英語を母語とする適切な人材を長期的に確保し、
指導に一貫性を持たせるのは難しく、ALTや日本人英語講師などが非常勤講師として派遣され
るという形であればなおさら、打ち合わせ時間が確保できない等、検討しなければいけない諸
問題があるのが現実であるということも指摘している。ALTも母語が英語であれば誰でもよい
というのではない。TESOL（Teaching English to Speakers of Other Languages）に関する知識
や幼児・児童指導を含む教授経験の有無、また、日本滞在期間を含め様々な条件を満たした適
切な人材が求められる。どの指導体制になるにしても、日本人小学校教員に自信を持ってもら
うためにも、教員自身の英語力アップや英語指導法養成を支援するセミナーやワークショップ
等の開催が必要となってくるのは言うまでもないだろう。
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Ⅲ．ESLとEFL
英語は、いまや国際語あるいは世界の共通語として様々な国で使用されている。英語を公用
語、あるいは、生活の手段として使用している国々と、日本の言語環境とでは、英語を学ぶ過
程においてどのような違いがあるのだろうか。
日本や韓国のように、英語が外国語の１つとし扱われている環境をEFL（English as a
Foreign Language）と言い、一方、母語を英語としない者が英語を媒体とする環境で学ぶよう
な、英語を第二言語として扱う環境をESL（English as a Second Language）と言う。ESLは、
英語が毎日の生活に密着しコミュニケーションの手段として使われているのが大きな特徴であ
る。例えば、英語を母語としない者がアメリカやイギリスで英語を学ぶのはESLの環境にある
と言える（田嶋，2000）。
EFLとESLの顕著なちがいの一つは、学習者が英語にさらされる量に見られる。ESLの環境
であれば、毎日のように英語を使わないとコミュニケーションがとれないため、必然的に英語
を耳にし、目にすること、また使用する頻度も高い。しかし、EFLの環境下では、英語を使わ
なくても生活する上で困難があるわけではなく、学習者が積極的に学ぼうとしないかぎり、英
語を見たり、聞いたり、コミュニケーションの手段として使用することは、ESLの環境に比べ
るとはるかに少ない。このような状況で、 英語が聞けて話せるようになる

には、かなりの

努力が必要である。学習者本人だけの努力のみならず、物理的要因や、学習環境なども大きな
影響を与えるのである。
児童期は子どもの心身発達が顕著に表れてくる時期でもある3 ）。日本の言語環境を踏まえた
上で、児童期だからこそできることを上手く生かし、子どもの成長段階にあった学習内容や学
習方法を考え、それに応じた効率の良い指導方法や指導体系を見出していくことが必要とされ
るであろう。

Ⅳ．言語習得と年齢
Spolsky（1989）は、第二言語習得と年齢を考える時、１）「生物学的側面」、２）「認知発達
時期」、３）「情意など心理的側面」、４）「環境」が大切な要素であると述べている。

１

神経学的考察
生物学的側面から神経学（大脳生理学）的考察として、Penfield & Roberts（1959）とLenneberg

（1967）は、乳児期から思春期にいたるまでは、比較的脳は順応性をもつが、成長するとともに
脳の機能は徐々に左脳と右脳に分化すると言う。思春期を迎える頃には、それぞれ特別な機能
を持つようになり言語機能が左脳へと片寄るという脳の「側性化」が起こることを唱えた。
Lenneberg（1967）は、第二言語を習得させるには、この思春期を迎えるまでに始めるのが良い
と指摘し、特に音声面において外国語の訛りがなく、ネイティブに極めて近い英語話者になる
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可能性が高いと示している。また、Asher & Garcia（1969）とPayne（1980）の研究報告によると、
音声面の習得は学習者の目標言語を最初に学び始めた年齢に強く関係し、その時期がおよそ６
歳をこえるとネイティブのような発音ができるようになる可能性が失われていくと主張してい
る。およそ６歳頃までは、右脳の方が活発であるが、年齢を重ねるにつれ、左脳使用へと移行
すると言うのである。このように、生まれてから思春期にいたるまでのおよそ10年間ほどの言
語習得時期をLenneberg（1976）は言語習得の「臨界期」と称し、臨界期仮説（Critical Period
Hypothesis）を唱えた。Lamendella（1977）によると、少なくともその効率良く言語習得がな
される時期を「敏感期」と呼んでいる。Larsen-Freeman & Long（1991）は Hartnett（1975）を引
用しながら、左脳と右脳の機能を次のように述べている；左脳は論理的で分析能力を左右し、
どちらかというと、直線的処理型をとり複雑な構造を順序立て、分析する機能を備えている。
それに対し、右脳は、空間の取り方、位置関係、視覚、臭覚、聴覚などを使ってイメージを創
り、同時性を重んじる機能を備え、全体像を捉えようとする総合的処理型をとるとしている。
Hartnettは右脳には全体構造から物事を知覚し判断するという「ゲシュタルト」の機能がある
と述べている。
もし、臨界期仮説や脳の側性化が存在するとするならば、脳の言語機能の片寄りが生じる前
の、右脳が活発に言語機能の一部として働き、大脳全体が柔軟に言語習得に適応可能な時期に、
音声面から学習し始めるのは効果的であると言えるのではないだろうか。また、Curtain &
Pesola（1994）は、小学校の外国語プログラムでは、体の動き、想像、ロールプレイをいかし
た右脳を刺激すようなアクティビティが強調され、右脳を刺激する手法、例えば、音楽、リズ
ム、ドラマ、ゲームの使用は、言語習得を促進させるのに役立つという。これを上手く利用し、
脳全体を刺激する教育をすることは、子どもの創造性を育むと述べている。更に、L a n d r y
（1973）は、小学校の外国語プログラムに参加している高学年の生徒は、参加していない生徒
に比べ、多様な考え方ができ比喩的表現の使用も巧みであり、創造性が豊かであると報告して
いる。
第二言語習得と年齢に関する研究では、Krashen, Long & Scarcella（1979）は、「大人は習得
が早いが、若いほどより効果的に習得する」として、子供の言語習得の優位性を主張している。
Larsen-Freeman ＆ Long（1991）は、前述の提言を第二言語習得における音声面と年齢との関
係において次のように述べている：

As revealed by long-term studies, younger is better in the most crucial area,
ultimate attainment, with only quite young (child) starters being able to achieve
accent-free, native-like performance in a SL. As revealed by short-term studies,
older learners are at an advantage in rate of acquisition (adults faster than children,
and older children faster than younger children). (Larsen-Freeman & Long,
1991:155)
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脳の側性化や年齢に関する研究において、次のような見解があることも忘れてはならない。
複数に臨界期があると仮説するSeliger（1978）を含めScovel（1988）や他の臨界期仮説を支
持する研究者たちの中には、第二言語習得能力は神経（大脳）の順応性が消失していくのに伴
い衰えていくということに同意するが、「脳の側性化」というたった１つの神経生理学的要素
が第二言語習得能力の低下の原因につながっているのではないであろうと述べている。また、
富田（2001）は、中学校で初めて英語に触れた日本人でも、学校教育とその後の更なる学習と
海外留学経験をした者の中には、高い英語運用能力を身に付けたネイティブ並みの者も現存す
ることや、日本に在住する外国人タレントの中にも、青年期に日本語を学び始めたにもかかわ
らず、日本語を流暢に使いこなしている者もいるということから、臨界期以降に外国語を学習
し始めると高い言語到達レベルに達することができないと断言することはできないと述べてい
る。
なお、子どもの言語習得の優位性に疑義を投げかける研究も存在しているが、それらにおい
ても発音面での子どもの優位性は認められている4）。
このように、第二言語習得と年齢の関係について様々な見解がなされているが、大切なこと
は、第二言語習得と年齢の関係を考察する際に、生物学的側面から見た神経学的考察だけを重
視するのではなく、他の個人的、心理的、社会的、教育的、物理的要因も複雑に絡みあってい
ることを心に留めておく必要があるということである。

２

認知発達論的考察
J. Piagetは、子どもの成長に個人差はあるが、大きくわけて子どもの認知発達には4段階あ

るという。
表１

Piagetの認知発達段階（Fogel, 1991）

第１段階

０〜２歳

乳児期

感覚運動期（Sensorimotor stage）

第２段階

２〜６・７歳

幼児期

前操作期（Preoperational stage）

第３段階

7〜11・12歳

児童期

具体的操作期（Concrete operational stage）

第４段階

12歳〜大人

青年期

形式的操作期（Formal operational stage）

第１段階（０〜２歳）の乳児期では、感覚運動期（Sensorimotor stage）と呼ばれ、物を触
ったり動かしたりして、自分自身のする行動の中から物事を認識する。言語発達としては、
「マンマ」、 Mommy
pretty.

のような一語文から始まり、徐々に「ワンワン、バイバイ」や

House

のような二語文を話すようになる言語習得時期である。

第２段階（２〜６・７歳）の幼児期では、前操作期（Preoperational stage）に入り、自己中
心的ではあるが、遊びや外界に触れることで、知的な判断や言語能力を増していく。この段階
では、まだ前論理的思考段階であり、２つのことを一度に理解することができない。例えば、
サイズ別や色別に対象物を分類できても、サイズと色の両条件を満たしたものを分類するのは
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まだむずかしい。自分の行動や思考を支える内的手段として、ことばが重要な働きをするよう
になる。言語発達としては、２語文より長い文を話し始めるが、前置詞や接続詞のような機能
語が欠如しやすく、名詞、動詞や形容詞などの、その語自体が意味を持つ内容語を連ねて話す
ようになる。この時期には、ごっこ遊びや、絵本を見て想像することができるようになる。
第３段階（７〜11・12歳）の児童期では、学校教育が始まる時期でもある。Piagetは、この
時期を具体的操作期（Concrete operational stage）と呼び、子どもが自分の考えをことばにし
て有意義に伝える能力をつける時期であると述べている。また、この年代の子どもは具体性の
ある活動や事柄、対象物に興味を抱き、ルールのわかりやすいゲームなどができるようになる。
具体的対象物や提示があると、順序だてて、論理的に話すことが可能になり、新しい概念を理
解するのに役立つ。この時期はまだ抽象的な事柄を頭だけで理解したり考えたりするにはまだ
むずかしい。
第４段階（12歳〜大人）は青年期にあたり、形式的操作期（Formal operational stage）と呼
ばれている。知性の発達がピークを迎え、動作性・言語性の知能も急上昇する。抽象的な事柄
も具体的な提示や対象物がなくても考えられるようになる。また、むずかしい問題を解く能力
や理論立てた思考能力や分析能力が養われ、自分自身の考えから関連事項に関するアイデアを
膨らませたり、目に見えないことを想像することができるようになる（Curtain & Pesola, 1994;
Fogel, 1991； 田島他, 1990）。
Curtain & Pesola（1994）は、Piagetの認知発達論をもとに、子どもの性質を、次のように述
べている。就学前児童と言われる２歳から４歳の子どもたちは、努力を要さずことばを吸収し
発話の音の模倣をするのに熟練している。自己中心的なので、グループワークがあまり上手で
はなく、自分の興味や世界に関連しているアクティビティや状況にもっとも良く応答する。筆
者の幼児・児童英語教授の経験からも、この時期の子どもの集中力持続時間はかなり短いと言
える。しかし、興味をもったアクティビティやゲームに対して何度も繰り返すという子どもの
忍耐力はかなりのものである。
幼稚園から小学校低学年の時期では、Piagetの言う前操作期に値し、子どもは具体的な体験
と身近な達成目標に向かって最も効率良く学ぶ。Curtain & Pesola（1994）は、子どもは新し
い概念や語彙を学ぶ時に反意語を対にして学ぶと有意義に理解できるという。子どもの世界の
ことに関して名前をつけたり、単語を述べたりするのが好きであり、おとぎ話などに想像を膨
らませ応答し、自分がどう感じるかということを主体に、物事を理解しようとすると述べてい
る。また、彼らによると、この時期の子どもは話ことばから学び、目標言語の良いモデルがい
ると、発音やイントネーションなどの良い口頭技術を身に付ける可能性が高いと言うのだ。こ
の時期も子どもの集中力持続時間は短かく、飽きるのも早いので、教師は多種多様なアクティ
ビティを用意する必要がある。まだ細かい作業ができないので、アクティビティは指示がはっ
きりした具体的で単純なものを選ぶのが良い。
小学校中学年から高学年（８歳から10歳）にかけて、自分以外にも他の人々へ心を開く傾向
が高く、この時期に異文化に触れたり、世界について学ぶきっかけを与えるのは極めて大切な
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時期である（Curtain & Pesola, 1994）。この時期は因果関係がわかり始める時期でもあり、グ
ループワークで協力し合い学習することができるようになるが、最初は具体的事物を提示し状
況設定をしてあげることが大切である。この頃は、 女子は…

男子は…

という異性への敵

対心的意識が少しずつ芽生え、グループワークやペアーワークなど、パートナーを選ぶのに問
題を持ち始める。また、現実社会のヒーローやヒロインを取り上げたテーマのものに興味をも
ち、少しチャレンジングなものに挑戦するのを好むのもこの時期の大きな特徴である。
思春期前の子ども（11歳から14歳）は、Piagetの第3段階と4段階にまたがり、心身に大きな
変化が見受けられる時期である。性的関心が高まり、体の変化も顕著に表れてくる。Curtain
& Pesola（1994）によれば、この時期の子どもたちの認知発達は少し停滞状態になるが、子ど
もたちは新しく大人の世界への模索をするようになり、今までとは違った興味を抱いたり、柔
軟な自己概念を持つようになると言う。この時期は、感情面での揺らぎも大きい時期である。
また、人間関係についても、同世代の友達が大きな影響を与える。この時期は、特に良い人間
関係や自己イメージを持てるように激励し、探究心を育ててあげることが大切である。
認知発達論的考察では、日本の小学校英語導入は、Piagetの分類する第3段階と第４段階の
初期に属する。経験から体得するということが学習に大きな役割を果たす時期でもある。指導
者は、子どもの成長段階にふさわしい題材を選び、生徒の性質を把握した上で指導法を考え、
効率良く楽しく学べる環境を作り、常に供に学ぶ姿勢をもって対応し、英語の言語活動全体が
有意義な学習になるように心がけることが大切である。

３

情意・心理面的考察
子どもたちの言語学習を有意義なものにするために、指導者は子どもの心身の発達に関する

知識を有するだけでなく、子どもの言語学習に対する意欲や態度が言語習得に与える影響も理
解しておくべきである。
Richard-Amato（1988）は、言語習得に影響を与える情意領域の主な要因として、学習者の
言語学習に対する態度、やる気、不安の度合いを挙げている。この３つの要因がどのように組
み合わさっているのかも、言語習得過程において影響を与えると述べている。Curtain &
Pesola（1994）によれば、８歳から10歳の時期の子どもは、情緒面で壁を作らず様々なことに
挑戦し体験しようとする特徴を持っている。Guioraらは、第二言語学習において、学習者個人
のアイデンティティと学習者の母語が密接に関連しているとし、それを「言語的自我」と称し
た（Guiora, et al., 1972）。大人の第二言語学習者が学習困難になる原因について、この「言語
的自我」が理由のひとつに挙げられるとしている。Guioraらは、子どもの自我表出は動的で、
思春期頃までは年を重ねるにつれ成長し、順応性を持つと言う。社会心理学的側面から考察す
ると、この頃の子どもは、新しい言語に対して自我への抑制や恐怖心を抱かず、相対的に容易
に新しい言語に適応しようとする。思春期を迎え、身体面、感情面、認知面での変化が生じ始
めると「言語的自我」が防御的になる。そして、母語へのアイデンティティを守り心の安心感
を保とうとするようになる。外国語を話したり理解しようと挑戦して間違えることを恐れなか
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った若い子どもの頃とは違い、大人になるにつれて受身的になる傾向があるようだ。さらに、
Guioraらによると、子どもは大人に比べて言語構造を意識することが少なく、コミュニケーシ
ョンを図ろうとして作ってしまう間違いに対する恐怖心や不安が少ないと言う。このように、
大人は子どもと違い、「言語的自我」に対して防御的になり、言語運用促進を抑制し、困難に
ぶつかり易い傾向にあるようだ（Brown, 1994）。
Brown（1994）は、言語学習において、目標言語に対する態度も重要な役割を果たしているこ
とを指摘している。彼は、第二言語学習者の言語学習に対する態度の様々な研究から、目標言
語に対して否定的な態度を持つことは、言語学習に影響を及ぼすと報告している。児童は、異
なった人種、文化、民族、社会階級層、言語などに対する十分な知識を保持していないので、
それによって偏見を持ち、態度が左右されることはないと言うのである。さらにSchumann
（1975）はCurranを引用して、子どもと大人の情意のちがいを次のように述べている：
…children acquire second languages more easily than adults because they are less
threatened by the sounds of the new language and because they are willing to
depend on others for support in learning. The adult, on the other hand, has acquired
a basic security in his own language and is not ordinarily threatened by rejection
when he speaks it. But when he attempts to communicate in the new language his
normal linguistic securities are undermined, and he finds himself in a dependent
state which he may resist. (Schumann, 1975: 230)

また、Gardner（2001）は、社会教育モデル（Socio-educational Model）の中で重要な概念と
される統合的動機（Integrative Motivation）を中心に、言語習得における学習者の統合的態度
（Integrativeness）、学習環境への態度（Attitude toward the Learning Situation）や学習意欲
（Motivation）という３つの情緒的要因も言語習得において大切な役割を果たしていると主張し
ている5）。Gardner（2001）は社会教育モデルを基に、限られた期間内での学習条件下では、認
知レベルが高く自己概念、学習態度や信念が確立されつつある年齢の高い生徒の方が、そうで
ない子どもよりも学ぶ量も多く、学ぶ速度も速いと言う。一方、年齢の高い生徒の堅固たる自
己概念や態度は、時として言語学習の妨げになるということも指摘している（Gardner, 2001）。
このことからGardner（2001）は、子ども学習者は統合的態度や学習環境に対する態度がまだ
十分身についていないので、年齢の高い生徒より、新しい学習環境や物事を自然に受け入れや
すく、より早く言語を学んでいくであろうと考えている。
Macnamara（1975）の態度に対する研究結果を基に、Brown（1994）は、子どもは学校教育
を受ける頃になると徐々に人々に対して偏見をもつような態度を学び始めると言う。そういっ
た態度は、意識、無意識にかかわらず、両親や、周囲の人々から「教わる」ようになると言う
のだ。また、彼は、第二言語話者や第二言語自体に否定的態度を持つことは、就学年齢以上の
学習者の言語習得の成功に影響を及ぼすと考えている。Macnamara（1973）によると、子ども
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は友達同士のコミュニケーションを通じてチャレンジする意欲が大人よりも優れており、大人
は運用能力向上のための練習をする時でも、実際のコミュニケーションに参加して練習するよ
りも、社交の場にしがちであると述べている（Spolsky, 1989）。つまり、子どもの方が大人よ
りも羞恥心が少なく壁を作らず目標言語使用によって学ぶ状況に入って行き易いと言えるだろ
う。

４

環境面的考察
最後に環境面から考察すると、Ⅲ．で述べたように、日本での英語教育の環境はEFLの環境

にある。英語使用が限られている環境で、いかに自然な状態で有効的に英語を学べる環境設置
がなされるかが重要になってくる。Spolsky（1989）によれば、大人に比べると子どもは偏見
を持たず、特に形式に捕らわれないカジュアルな状況下で学ぶのに長けている。久埜（1999）
は、諸外国の言語環境に比べると日本のような、ほぼ単一の言語環境にある国は珍しく、その
状況下で育つ子どもたちを、国際人として世界で活躍できる人材に育成するには、子どもの時
期に与えられる学習環境が大切であると主張している。久埜は、これからの日本の外国語教育
を推進していくための心構えについて次のように述べている：

異文化を自然に受け入れる柔軟な心がある子どもの時期に、日本語以外の言語
も使って、諸国の人々との交流をはかる能力を身につけることが必要です。異質
なものへの寛容な心と外国語習得への積極的な態度を養い、グローバルな視点に
たって考えられることが、新学習指導要領の言う「生きる力」の育成につながる
と思います。子どもたちに、国際的視野をもつ人格の陶冶を望むのであれば、教
師は一歩先を歩む人生の先輩として、子どものモデルとなれるような異文化への
対応能力をもたなければなりません。言語教育は全人格にかかわる奥の深い教育
ですから、教師も異質なものに対する寛容なものの見方を大切にし、多様な価値
観に対してゆとりをもって対処できるよう、心の準備をしておく必要があります。
（久埜, 1999:111）

教師が

Teaching is learning

という気持ちで子どもと共に学ぶ姿勢を持つことは、子ども

との信頼関係を築く上で不可欠なことである。教師と生徒の信頼関係は、より良い学習環境を
作るのに大切な役割を果たすのは言うまでもない。教師は子どもたちの創造性、柔軟性を最大
限に生かし、彼らの未知の可能性を引き出し伸ばしてあげる手助けをする。人は、異質な物事
を

受け入れる心

を、ある日突然持てるようになるものではない。教師が異質なものへの偏

見を持たず、 新しいことを学ぶ

ということに対して興味や関心を抱き、毎日の学校生活の

中で子どもたちにポジティブに働きかけていくことが大切である。それは、子どもたちが物事
を様々な角度からとらえ、相手の立場に立って物事が考えられるようになり、かつ自分の意見
がしっかり言えるようになるために与えられるべき大切な働きかけである。それはきっと、
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「学ぶ楽しさ」を子どもたちに伝えることへとつながり、新学習指導要領の唱える子どもたち
の「生きる力」の育成に役立つと信じたい。

Ⅴ．まとめ
上で述べてきた第二外国語習得と年齢にまつわる４つの要因、「神経学的考察」、「認知発達
論」、「心理的要素」、「環境」から考えると、日本においても早い時期に外国語教育を始める
ことは、最終的な達成度を考えると、特に音声面では同意するところが多いように思える。し
かし、音声面に固執しすぎて、ネイティブに近い発音と流暢さだけを目標にしてしまわないよ
うに注意を払いたいところだ。確かに理論からも、実践からも子どもは音声面において吸収が
はやい。それを上手く利用し、小学校で音声面から入っていくことは賛成である。しかし、音
声面は重要ではあるが、あくまでも第二言語習得のある一側面にすぎない。国際語としての英
語を身に付けるのであれば、最終的には、流暢さと正確さ、運用能力と知識、社会的要因など、
様々な側面から言語をとらえなければならない。言語習得の更なる詳しい研究においては、口
頭産物を言語学的側面から考察するだけでなく、その口頭産物がなされる過程において言語活
動に影響を与え得る学習者の意欲や態度など「個人」にまつわる内的要因などにも焦点をあて
考えていく必要がある。日本における外国語の新しい教育方針として、より適切な環境づくり
をするためには、音声面だけでなく、コミュニケーション能力向上や国際理解につながる教育
を考え、学習者のニーズに応えた目標設定とカリキュラム作成を試みるべきである。更に、小
学校教員英語トレーニングやＡLT雇用、教材作成や物理的環境などの問題を克服していかな
ければならないのもこれからの大きな課題となっていくだろう。
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註

１）例えば、大阪府河内長野市立天野小学校では、平成8 年度から文部科学省指定の研究開発校として
「総合的な学習の時間」を利用し、国際理解教育の一環として英語活動をとりいれている。平成12年度
からは新たな研究開発指定を受け、教科としての英語導入のあり方の研究が始まったと報告されている。
また、京都府久御山町御牧小学校では平成13年度から「総合的な学習の時間」を利用し年間英語活動に
各学年25時間を当て、校外学習を取り入れ、外国人観光客に英語でインタビューを試みるなどの、「イ
ングリッシュ・アドベンチャー」を行い成功した例が報告されている。
２）京都市教育委員会、京都市立永松記念センターでは、小学校教員の援助をするために、センターの教
材開発研究員の方たちが、小学校の英語活動に利用できる教材と指導マニュアルを作成し、京都市内の
小学校教員にそれらの貸し出しを行っている。
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３）ここでいう児童期とは、就学前の幼児期に対し、就学年に達した６、７歳から12歳までの小学生、す
なわち、小学校の時期を指す。
４）例えば、Marinova-Todd, et al.（2000）を参照。
５）Gardner（2001）は、社会教育モデル（Socio-educational Model）において、学習者の努力（effort）、
願望（desire）、学習に対するポジティブな感情（positive affect）という３つの要素が学習意欲の高い学
習者に見られると指摘している。統合的態度（Integrativeness）とは、学習者が他文化や他社会の人々
とコミュニケーションを図りたいのでそこで使用されている言語を学ぶなど、自分の興味や好奇心から
起こる学習意欲のことを示す。社会教育モデルや統語的動機の詳細は、Gardner（2001）などを参照。
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