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外国語活動の経緯の研究

経緯を論じる文献、3タイプ

1. 学習指導要領解説書、教科教育法の教科書の中の一章

2. アカデミック小学校英語教育研究のイントロ

3. 政策研究 (Butler, 2007; Hashimoto, 2011; 鳥飼, 2006; 水野, 2008;和田, 2004)

先行研究の問題

• 合意型・結果型の文章に依拠しすぎ

2006/3/27 外国語専門部会「小学校における英語教育について（外国語専門部会における

審議の状況）」。2008/1/17 中央教育審議会答申。学習指導要領。同解説。

• モデルがおおざっぱすぎる

グローバル化→必修化、財界の要求→必修化、世論→必修化

• 実証的根拠も曖昧
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審議会

必修教科

選択教科（漸次的導入）

外国語活動

総合学習継続

社会・政治
経済的要因

早期化

国際的に見ても特異(Hashimoto, 2011)
→雑多な目的、成績をつけない、
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政策過程の特徴

1. 影響が及ぶ範囲は比較的小さい。学習指導要領（告示）をめ
ぐる審議。

2. 関与する下位政府 (subgovernment) は文科省のみ

3. イデオロギー的要素が薄い

中教審の創発性 (前川, 2002)

vs. RQ

官僚の隠れ蓑（森田, 2014）
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余談 政策過程／議事録分析のここがすごい！

• 調査対象の「顔が見える」という点で、代表性はパーフェクト。誰がいるの
かわからない集団にアンケをばらまいた実態調査なるものとは大違い。

• 「顔の見える対象」への調査は、先行研究として後続者の役に立つ。誰がい
るのかわからない集団の調査は、誰も参考にしたいとは思わない

• 被調査者に迷惑はかからない

• 国際誌にはマクロ構造だけで政策過程を説明する大味な研究が多い。審議過
程の分析は日本語人にしかできない重要な分野

• 地方自治体の政策過程にまで広げれば研究対象は無数にある

• 情報公開制度の進展により、議事録へのアクセスは格段に向上している。
ウェブに掲載されていたり、行政文書開示請求でコピーを送ってもらえたり。
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分析対象・方法

議事録分析

1. 中教審教育課程部会外国語専門部会

2. 中教審教育課程部会
3. 中教審総会 4. 小学校部会 5. 言語力育成協力者会議

注目する論点

1.必修化の是非 2. 教育課程上の位置づけ

3. 目的・目標 4. 第一指導者
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審議の経過

2002/04/01
学習指導要領施行（総合学習内「外国語
会話」等）

2003/03/31
「英語が使える日本人」の育成のための
行動計画

審議前期

2004/04/13 外国語専門部会発足

2006/03/27 外専部会「審議の状況」

審議後期

2006/03/30 教課部会、「審議の状況」について討議

2007/03/16 第四期教育課程部会発足

08/30
小学校部会、外国語活動「原案の原案」
了承

2007/09/10 教課部会、答申「原案の原案」

12/25 同、答申原案了承

2008/01/17 中教審答申

03/28 新学習指導要領告示

08/__ 同、『解説』発表

2009/04/01 同、移行措置期間開始

2011/04/01 同、施行
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審議前期 審議後期

2006/03/27
「審議の状況」

2007/08/30
小学校部会

9/10 – 12/25
教育課程部会

2008/01/17
中教審答申

必修化
する

しない

位置づけ

教科

領域

総合学習

目的

英語力

国際理解

折衷 (5:5)

第一の
指導者

学級担任

専科教員

P A A

P A A

P A A

P

P A A

P

P: 提案 A: 了承 8



分析１：必修化の是非

審議前期

• 外専部会：大半が「共通内容設定＝必修化」に肯定的。慎重派は委員
に入れず 人選でのコントロール

• 必修根拠：「他国に遅れられない」「中学でのばらつき」「機会均
等」機会均等については議事録に記載なし

外専部会「審議の状況」

審議後期

• 教課部会：必修化反対派の存在

• 小学校部会（2007/08/30）、答申「原案の原案の原案」了承

• 教課部会「原案の原案」審議→答申原案了承
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分析2 教科 vs. 領域 vs. 総合学習

審議前期

• 外専部会：合意は見られず

• 教科派の中嶋主査

外専部会「審議の状況」

• 領域 or 総合学習という提案（教科は後景に退く）

審議後期

• 教課部会：合意ゼロ。より多様な意見

• 小学校部会（2007/08/30）、答申「原案の原案の原案」了承

• 教課部会「原案の原案」審議→答申原案了承
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分析3 スキル vs. 国際理解 vs. 折衷

審議前期

• 外専部会：合意なし。そもそも目的論の交通整理すらない

• 中嶋主査をはじめ多くのスキル主義の委員

• 交通整理としての「英語のスキルをより重視する考え方 vs. 国際コミュニケーション

をより重視する考え方」→「審議の状況」に盛り込まれる

外専部会「審議の状況」

• 国際コミュニケーション（＝国際理解／情意面）重視。スキル育成は非重視

審議後期

• 教課部会：合意ゼロ。より多様な意見。総合学習英語活動への無理解。

• 小学校部会（2007/08/30）→教課部会「原案の原案」了承
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分析4 教科担任 vs. 専科教員

審議前期

• 外専部会：審議時間、相対的に少ない目的論議の停滞のせい

• 「国際理解なら学級担任、スキル育成なら専科教員」

外専部会「審議の状況」

• 両論併記で積極的提案はせず

審議後期

• 教課部会：審議低調。非母語話者教員への無理解。学級担任の強みに関する

無理解

• 小学校部会（2007/08/30）→教課部会「原案の原案」了承
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考察

1. 重要な契機

• 小学校部会第4期第1回（2007年8月30日）、「原案の原案の原案」

• 他部会で了承されたという重み

• 熟議ではない。事務局が原案を示し、各委員が感想（主に賛意）を言うだけ

• 「官僚の隠れ蓑」論（森田 2014. <--> 前川, 2002）

2. 結論への水路付け

• 論点の相互依存を前提にすると、選択肢はある程度絞りこまれる

3. 政策過程の構造

• 文科省（事務局）が相対的に大きいイニシアチブを発揮
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審議会における論点相互の依存

必修化 位置づけ 目的 筆頭指導者

1

する

教科
スキル育成 担任 or専科

2 スキル・国際理解両方 担任 or専科

3

領域

スキル育成 担任 or専科

4 スキル・国際理解両方 担任 or専科

国際理解 担任5

6 総合学習 国際理解 担任

7 しない 総合学習 国際理解 担任

委員の
人選
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文科省
外国語
活動

審議会
学校現場

教育企業・民間団体

学界

内閣・
財務省等

財界

政治家

人選
議題設定
論点整理

専門知識
の提供

？

政策過程の構造

国際誌には、マクロ構造だけで政策過程を説明する大味な研究が多
いが、審議過程の分析は日本語人にしかできない重要な分野
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