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Tに ほとんど出番が ないという事

例も多いようなので、これら の点
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小中学生の全国学力テス トで4

についても改善していかね ばなら

語教 育特 区 」を 設 けて実 験的 な試

秋 田県は、この8月 初旬の夏 休み
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英 語に 親し む環 境を作りたいと考
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学のキ ャンパスで小学校外 国語活

教 科書 は用い ず、成 績の評 価もな

この 4月 から 全国の公 立小 学校
てし まい、国民とし ても国家 とし

で初 歩的 な会話やクイズ 、 を各 校に 派 遣することに も努めて
別 活動 」

えている。小 学校1、2年生は「特

い授業 科目である。

で、必 修の英 語学習が 始まっ た。

い 続 けることに なるから である。

動 教 員 集 中 5 か年 研 修を 開 催 し

た。そ の研 修内容には 「A LTと

プも組 み込まれている。現 在県内

の意 思疎 通」というワークシ ョッ

に 柁 人 の A L Tを 擁 す る 秋 田 県

時間 程 度、年間 でお 回の学習を、

「小 学校に お ける英 語教 育に つい

育審 議会外 国語専 門部会のまと め

が 主 査を務め た文 部科学省中央教

小 学校英 語に 関し ては、私自 身

ている韓国や台 湾、中国にも大き

小 学校 3年生から 英 語学習を始め

小 学校5 、6年生を対象 に 毎週1 現 在の状 態では、もう叩年以上も

て 」 （2006年）に 基づ い て、

く 遅れをとっ ているから である。

科とし てし っ かり教 え るべきだ。

化教 育に あてる。5 、6年生は教

に ついての学習を含む英 語の異文

際 理 解教 育」の時閣 を使って日 本

歌を 中心に 学 び 、3、4年生は「国

Tが 来 ているに もかかわら ずA L

合わせ に 時間 が とら れたり、A L

多忙 な担 任の教 師との事 前の打 ち

かが 当 面 の課題 に もなっている。
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理であり、来 校時間 数もそ れぞ れ

は、政府に も各都道府県 に も、富

っ たば かりの小学校英 語に 関し て

ここにも見られるよ うに 、始ま

し かし 、 すべての公 立小 学校に 含む全教 員の採用 2次試 験に 、 日
毎時間 A LTを配置 することは無 常 英会話の面接を 課し ていること
も特 筆されてよいであろう。

きた 。

強く 求められている。

民一 体となっ たより一 層の努力が

は、既に m年前から 小学校教 員を

とし て行うことに なっ た。従 っ て
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小学校の英語教育

通語とし ての英 語の占める位置 と
役割を 考えれば、遅きに失し た感

が ある。し かし 、スタートし たか
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ない 。当面は様 々な試 行錯 誤や困

難が 伴うであろうが 、関係 者会員

が 努力し て一 歩一 歩改善し てい く

きわめて重 要な課題 である。
べ き、
同時に 、 これまでのわが 国の英

語教 育のあり方に 対する反省とと

もに 、単に 小学校英語に とどまら

ない、従来 の英 語教 育の抜 本的 な

改革が 必 要ではないかと私は考え

てい る。そ うでなければ 、これか

ら のグ ロー バル 化の時代に あって
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RONTEN (Point at issue)
Primary School English Education

Compt;tlsory English education in all public elementary schools began 也is April. It seems to be I a rather late
introduction in an era of globalization considering the sta-旬s of English in its role ぉ an international languag�. Even so, it
should definitely achieve success.百iere might be a wide range of凶al·s-and-errors and some difficulties in白b foreseeable
future; therefore, this highly important ma抗：er should be carefully handled by all those who are concerned.
Concurrently, a drぉtic reform of Japan’S English education system, not exclusive to elemen

schools, is

indispensable, as well笛泊
甘ospection regarding the whole concept of English education in Japan. School childre
in being甘apped in a cage-ー·that is, having a complex of‘being incapable of English’--even in由is era of glob
result is an enormous handicap, individually and nationally.
As to English education in elemen旬ry schools, English classes were intended to be泊血e cur吋culum
once a week forヂ－ and 6也·grade studen白，伽t is,35 times a year, but not ぉa school su切叫rather as a“speciajl ac制ty：，”so
this is a class without textbooks, wi曲out evaluation.百世s wぉdecided on the basis of the 2006 report，“On Engl�sh Education
in Elementary Schools，”issued by the Central Council for the Special Committee on Foreign Language Le訂nin包， of which I
served

as

head.
I, mys�lf, long for 由e environment in which c削除·en C組become familiar wi也 English, such ぉ加
｜
damen泊i

conversation, q凶zzes， 釦d songs 泊也e l錦釦d 2nd grades; and intercu
Unde路伽ding”cl邸s h也e3吋釦d 4血伊.des. English hぉto be制民t in血e許制6也grades ぉone of血e sch伽l subjects in
light of血e big g叩when compared to Korea, Taiwan and China, where school children期比learning English in. �e3rd grade,
beginr由ig ten years ago.
In the pぉL MEXT went 也rough a variety of experiences: introducing a sys旬m which specified sortje . elementary
schools as Research Schools for English Education beginning in the early 1990s, and creating some Select Are� for English
Education, beginning in 2004. One the o也er hand，出e ALT (Assi坑ant Language Teacheぉ） sys旬m has been坤progress to
dispatch ALTs to each school with the cooperation of local govemmen也．
Nevertheless, it is difficult to dispatch ALTs to all public schools, and世iere is an impending iss恥of how to
coordinate ALTs, whose teaching loads釘e different, depending on the schools. It is likely to happen白紙 superv�ory teachers
have fewer roles in classes白釦釦ticipated.τbese 訂e also issues to be solved or加proved.
Akita Prefecture, having a伽担ed first place on白e national achievement exam for prim訂y and secon�ary蜘den包
over 4 consecutive years, began a 5・year凶ning course for teachers of English and related activities泊 element本y schools at
Aki飽International U凶versity where I am president.百世s甘ainfug took place during the summer vacation at也elbeginr血g of
August. A workshop named“Communication with ALTs”wぉalso conducted ぉp訂t of版刷ning. It is notewo

y也at Aki也

Prefecture, cooperating wi也72 ALTs at也is moment,叫ready adopted an English conversation test h 也e secdmd round of
teacher emplo戸nent exams for all applicants,including the elementary school section， 旬n ye紅s ago.
As aforementioned, you will see白紙血e further combined e宜orts of the national/local government
sector釘e strongly required reg紅ding English education for elementary schools, which has j ust begun.

血e private

