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本研究は、米国対日英語教育構想と戦後日本の英語教育改革との関係を、新制中学校における外国語

科の成立事情の解明を通して明らかにすることを目的としている。より具体的に言えば、本研究は、戦

後日本の英語教育改革がどのような米国側の政策的関与のもとに展開したのかということを明らかに

するものである。 
占領期日本に誕生した新しいタイプの中等学校、すなわち、新制中学校は、戦後日本の教育改革の核

心であった。この新制中学校に外国語科が導入されたことは、新制中学校に中等教育たる性格を付与す

るとともに、長年にわたってエリートのための教育とされてきた外国語教育を、制度上、あらゆる生徒

に開放することを意味した。 
 新制中学校は、基本的には国民学校高等科（高等小学校）を母体として成立した。当時、中等教育レ

ベルに達していた国民学校高等科の数は極めて限られており、新制中学校が構想された 1946 年から

1947 年当時、新しく創出される中学校が依拠すべき物資的土台は、基本的には存在しなかったのであ

る。したがって、新制中学校の外国語科を担当できる資格ある教員もほとんど存在しなかった。事実、

新制中学校の外国語科を担当したのは専門性をもたない教員たちであった。 
こうした状況下、新制中学校の外国語科をめぐって、どのような議論がなされたのであろうか。この

ような問いに応えるために、新制中学校が連合国軍最高司令官総司令部（General Headquarters, 
Supreme Commander for the Allied Powers, GHQ/SCAP, 以下、GHQ）の占領下にもたらされたもの

である以上、米国政府の対日占領政策の分析は不可避となろう。また、GHQ の一幕僚部で、教育改革を

担当した民間情報教育局（Civil Information & Education Section, 以下、CI&E）教育課(Education 
Division) の諸施策も必須の検討課題となろう。 
上記の問題関心のもと、筆者は本研究に着手するための基礎作業としてCI&E の公式文書であるカン

ファレンス・リポート（Conference Report, 日々の部内報告書）の検討を行なった。そのなかで、CI&E
教育課（以下、CI&E と略称する）と日本の文部省とが、新制中学校用の英語教科書、Let’s Learn English
（文部省著作）を編纂する過程を示す史料を発見するに至った。その史料の分析の結果、Let’s Learn 
English の編纂にあたりCI&E がベイシック・イングリッシュ（Basic English）を参照するよう文部省

に指示したと判断される記述を発見した。 
ベイシック・イングリッシュとは、英国の言語学者、チャールズ・K・オグデン（Charles K. Ogden）
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が 1930 年に創案した、いわゆる「簡易化英語」（Simplified English）である。ベイシック・イングリ

ッシュについては社会言語学において主要な知見が提出されている。そのため、本研究はこれまでほと

んど注目されてこなかった占領政策とベイシック・イングリッシュの関係を手がかりに、一教科の成立

史といった狭い意味で捉えるのでなく、従来の教育学の手法を越えて言語学や政治学の知見を援用しな

がら、新制中学校の外国語科をめぐる議論を整理する。 
さらに本研究は、新制中学校の外国語科の成立を、占領改革期に限定せず戦前から講和後に亘って立

体的に捉え、英語や英語教育の政治性をも対象としつつ、英語の世界的な拡大傾向を視野に入れて検討

する。本研究では海外に散逸した日本英語教育史関係の多くの史料を使用し、米国側から見た日本の英

語教育を描き出すことに注力するものである。 
まず第 1章では、20世紀前半に起こった「簡易化英語」策の潮流とその代表格であるベイシック・イ

ングリッシュの位置づけを 1929 年から 1949 年にわたって明らかにした。ベイシック・イングリッシュ

は、現在その存在は教育学においてほとんど知られていない。だが、社会言語学の分野においては、英

米を越えて英語が世界的に普及することに貢献したものと言われている。理論的な矛盾はあるものの、

ベイシック・イングリッシュは数ある「簡易化英語」策のなかでとりわけ評価が高かった。このような

ベイシック・イングリッシュに財政面に止まらない支援を送ったのが米国ロックフェラー財団だった。

財団の支援を受け、ベイシック・イングリッシュは東アジア圏へと広がっていった。日本では英語学者

の岡倉由三郎が中心となりベイシック・イングリッシュを受容した。オグデンは日本の英語教育に言及

し、当時日本の英語教育問題に尽力していた英国の言語学者ハロルド・E・パーマー（Harold E. Palmer）
の理論よりも、ベイシック・イングリッシュの方が効果的だとアピールした。オグデンは日本の英語教

育問題に応えようとしたのであろう。しかしベイシック・イングリッシュは日本よりも中国で盛んにな

った。中国では学校教育にベイシック・イングリッシュが取り入れられた。 
ロックフェラー財団のオフィサーたちは、ベイシック・イングリッシュを科学的な研究方法の国際標

準化に適するものと捉え、東アジア圏の人々を西洋科学へ導くためのものとみていた。ベイシック・イ

ングリッシュは、ロックフェラー財団の資金面に留まらない支援活動のもとに推進されたのである。新

制中学校の英語教育としてベイシック・イングリッシュの可能性が探られたのは、戦前の「簡易化英語」

策の潮流が占領期日本の英語教育改革を席巻していたからだと考えられる。 

続いて第２章では、1942 年ごろから開始された米国政府の対日教育改革構想のなかに、英語教育の大

衆化方針が成立したことを指摘した。1945 年 7月 30 日付のゴードン・T・ボールズが起草した「降伏

後の日本帝国の軍政、教育制度」（以下、ボールズ案）はポツダム宣言に適合させ、中等・高等教育の拡

大や地方分権化を明記していた。このボールズ案は 1945 年 10月 23 日頃、SWNCC版として再作成さ

れ、教育の機会均等、中等学校および高等教育機関の拡大、英語教育の拡大等が盛り込まれた。さらに

これを継承した 1946 年 8月 27 日付「日本教育制度改革に関する方針」（SFE-135）は、米国国務省の

下部組織である極東小委員会で起草された。義務教育年限を延長しつつ、「日本人の再方向づけ政策」を

達成するために最大の支援となる自然科学、社会科学、そして外国語の訓練が強調されるべきことが規

定された。義務教育年限を延長させ外国語教育を強化するという点に英語教育の大衆化方針の成立を読

みとることができる。「再方向づけ政策」は介入的な政策と言われているが、この政策とSFE-135 が融

合されたのは、教育の機会均等を推進するうえで、外国語教育および英語教育が大きな障壁であり、不

平等を生み出すメカニズムの解消としてここに位置づいたことを指摘した。 
第 3章から第 6章においては、新制中学校への外国語科の導入事情を、教科課程案、『学習指導要領 

英語編(試案)』、英語教科書、学校教育法案および同法施行規則案の作成過程および立案過程を追跡する

ことで明らかにした。 
第３章「新制中学校の教育課程への外国語科の導入」では、旧制度を踏襲した教科課程案が 6・3・3



制案によるものへと転換され、最終的に『学習指導要領 一般編（試案）』に掲載された「新制中学校の

教科と時間数」となるまでを解明した。その特徴は第一に、文部省には国民学校高等科で実施されてい

た英語教育を拡大しようとの考えはなかったとみられることである。1946 年 8月 8 日に義務教育にお

ける教科課程の一つに外国語科が位置づけられたのは、米国国務省の勧告（SFE-135）の具体化による

ものだったと考えられる。前述のようにSFE-135 は介入的な「日本人の再方向づけ政策」と融合された

が、その骨子は義務教育年限の延長や中等教育の拡大にあり、これを支えるための自然科学や社会科学

といった科学教育と外国語教育とを重視しており、日本人の科学的な思考力の向上を目的としていた。

ここではこの文書の提出先が連合国であることから「外国語」という表現が採用されているが、本案は

前述のボールズ案を継承しておりその内実は英語教育を意味していたと考えられる。日本人の特性をよ

く研究し、高等小学校における英語教育という枠組みを利用して日本人の英語教育要求に応じたものと

みられる。英語を学ぶことで科学的思考力を向上させるという点には文化優越主義的要素もみられるが、

外国語教育にも英語教育にも消極的だった文部省に外国語科の導入を受け入れさせたものとみること

ができる。最終的には進学者のための外国語教育を最優先する課程が作成された。これには文部省の図

書監修官で外国語を担当する宍戸良平の独自の外国語教育観が反映していた。宍戸は直読直解を目指す

高度な英語教育を目指していた。 
第４章「『学習指導要領 英語編（試案）』の作成過程」では、外国語科という枠組みのなかにどのよ

うな教育内容が詰め込まれていったのかを『学習指導要領 英語編（試案）』の作成過程に着目して明ら

かにした。ここでは語学教育研究所、文部省、宍戸良平という三者の立場から考察した。語学教育研究

所は、戦後日本の再建に外国語教育が不可欠であるとの認識に立ち、国民全体のアメリカ英語への要求

を吸い上げながら積極的にCI&E に働きかけた。その主眼は『学習指導要領 英語編（試案）』へのオー

ラル・メソッドの反映にあり、結果としてCI&E に専門的な知見を提供し占領政策に協力した。こうし

た働きかけはCI&E にとって親和的に映っていたと考えられる。これに比して文部省は『学習指導要領 
英語編（試案）』の作成にも消極的だった。文部省は当初、『学習指導要領 英語編（試案）』の作成を予

定しておらず、CI&E はこうした文部省の姿勢を問題視した。宍戸は文部省の相対的な姿勢とは異なり、

CI&E と円滑に作業を進めた。宍戸はCI&E の力を借りながら新制中学校への外国語科への導入を実現

させていったのかもしれない。語学教育研究所および宍戸が政治的理由から新制中学校の英語教育にア

メリカ英語を選択したことも興味深い。このことは、英語教育が政治的理由によって選ばれることの証

左であり、完成した指導要領を見ただけではわからないことである。CI&E はこうした英語のもつ政治

性が目に見える形になることを意図的に避けたと考えられる。それを得策としたのである。文部省の外

国語教育構想の欠如は、結果として外国語科という枠組みに英語教育のみが埋め込まれていくこととと

なり、公教育において英語教育が普遍的なものとして位置づく要素になったと考えられる。これは日本

における英語教育の大衆化をめざす米国国務省および CI&E の政策方針と奇しくも一致していたと捉

えられる。ここに「外国語科＝英語科」という構造が生成されたと言える。 
第５章「新制中学校用英語教科書Let’s Learn English の編纂過程」では、Let’s Learn English全 3
巻の編纂過程を解明した。Let’s Learn English の編纂は 1946 年 10月 14 日に開始され 1947 年 3月初
旬に亘った。その際の最大の特徴は、教科書の本文がベイシック・イングリッシュの観点から分析され

たことである。ベイシック・イングリッシュを指示したのはCI&E のカリキュラム専門官だったエドミ

ストンだったと考えられる。最終的には語彙の追加が決定され、内容と語彙に現実性を与えることで合

意されており、ベイシック・イングリッシュは否定されたとみられる。宍戸は次年度、職業別に語彙調

査を行なおうとしていたことも興味深い。ベイシック・イングリッシュが見送られると担当者はエドミ

ストンからハークネスに変わった。宍戸は語彙の選定の際には生徒の興味関心に応えることの重要性を

強調しており、ベイシック・イングリッシュを完全に否定したわけではなかったが、語彙の選定基準を



全般的に冷静に見極めようとしていた。これは推測の域を出ないが、宍戸はベイシック・イングリッシ

ュに抵抗したのかもしれない。その他、CI&E が挿絵に細かい指示を与えたことなどが明らかになった。

米国文化を視覚に訴えることが目指されたことは明確である。 
第６章「文部省の外国語科に対する姿勢」では、学校教育法案および同法施行規則案の立案過程を追

い、新制中学校の外国語科に対する文部省の姿勢を浮き彫りにした。1946 年 12月 24 日の学校教育法

案は初めて教科名称が規定された。それは旧制度の温存であったのだが、文部省の教科課程構想の範囲

を示すものである。この法案では外国語科は規定されていなかった。この状況は 12 月 28 日案、1947
年 1月 14 日案にも継承された。その後、教科に関する条項は同法施行規則に移されることとなり、1947
年 3月 24 日付で施行規則案が立案された。だがこの時も外国語科は本施行規則案に位置づいていなか

った。これは同じ選択教科である自由研究がすでに同施行規則案に規定されていたこと、高等学校の条

項には「選択教科」という概念が登場し、その一つに「外国語」が規定されていたことを勘案すれば、

文部省学校教育局が新制中学校の外国語科に消極的姿勢をとっていたことが浮き彫りになる 1947 年 4
月 7 日付施行規則案において、必修教科と選択教科の別を定めたうえで、外国語科はようやく規定され

た。 
文部省は、新制中学校の発足時の説明においても外国語科を「国民の大多数がこれを必要とするわけ

ではない」と説き、小学校では敢えて導入する必要がないと判断したことを表明した。さらに新制中学

校でも「何所の国籍か不明になる様な言語教育をすることは、非常に慎むべき」とし「政府としては敢

えてこれを選択科目にした」と英語熱を冷ましつつ外国語教育の早期化を回避しようとした。これに対

して、外国語担当の宍戸は学校教育局の姿勢を不服としており、新制中学校の外国語科の明らかな推進

者であった。宍戸は、近い将来、新制中学校の生徒が高等教育を受けるようになると考え、外国語科を

進学者のために欠かせないものと認識していた。 
以上の特徴を総合すると、新制中学校の外国語科をめぐる状況が以下のように整理できる。すなわち、

新制中学校への外国語科の導入は、第 1章で述べた「簡易化英語」策の潮流と英語の世界的な普及傾向

を受けつつ、民主的な教育制度を目指す米国国務省のボールズ案が具体化された結果だったと捉えられ

る。この間、文部省は国民学校高等科における英語教育の経験を発展させようとの意向はなく、多くの

日本国民の英語教育要求に応じようとはしなかった。だが逼迫する国家財政と教員確保の面からそのよ

うな選択をせざるを得ない状況があったこともみて取れる。したがって、新制中学校への外国語科の導

入を決定づけたのは米国政府の勧告によるものと判断される。しかし文部省の宍戸良平は新制中学校の

外国語科を推進し、徹底して英語教育を進学者のためのものに限定しようとしたことは特筆に値しよう。 
第 7章「1954 年における米国対日英語教育実態調査」では、1954 年にロックフェラー財団が実施し

た日本の英語教育実態調査とそれをまとめた「ブライアント報告書」を分析し米国側の新制中学校の外

国語科（以下、実態に合わせて「英語教育」とする）に対する「まなざし」を明らかにした。ブライア

ント報告書は指導者的立場から述べられることが多く、西洋流の言語教育観を「是」とした視点が随所

に見られた。新制中学校の英語教育を「使える英語」の獲得へと転換させることを「改善」とし、道具

としての英語の獲得を早期英語教育に求めた。そこには、当時多くの耳目を集めていたオーラル・アプ

ローチ（Oral Approach）を絶対視する傾向も見られた。 
しかし、一方で、米国側が日本人の英語教育要求に応じようとしたことも事実である。そのためブラ

イアントは新制中学校の英語教育の実態を生々しく描き出す必要があったのだと捉えられる。そして新

制中学校の英語教育が「使える英語」とは乖離したものであり、授業が生徒らにとって非現実的なもの

として機能していることを指摘した点は、一米国人の視点に留まらないものがあると言っていいだろう。

当時の日本国内では見えにくい問題を可視化し、米国側ならではの、斬新なものの見方を提示したと言

える。 



第 8章「講和後における米国対日英語教育振興策」では、ブライアント報告書が批判された理由を明

らかにしつつ、それが結局は有効なものとして英語教育振興機関、日本英語教育委員会（ELEC）設置

の前提条件となりその後も有効活用されたことを指摘した。「ブライアント報告書」が批判されたのは、

日本側がブライアントの言動を受け入れられなかった点にあった。一方、ブライアントも日本人の言動

が理解できなかった。両者の英語教育観は大きくずれていたのである。さらにもう一つの問題は、この

時期、日本では反米意識が高まっており米国主導で日本人が英語を学ぶということに大きなハードルが

あったのである。計画はあくまで日本人の手によって進められたと言える状況が作られねばならなかっ

た。 
こうした複雑さを伴いながら、ブライアント報告書が有効活用された点に米国側の「強引さ」がみて

取れる。ELEC を通じた米国の対日英語教育振興策は多くの中等教育の英語教員を動員したものの、結

局、オーラル・アプローチが日本に普及することはなかった。もちろん、オーラル・アプローチが学問

的に否定されたことの影響は大きかったであろう。しかし対日英語教育振興策は日本人の要望に応えよ

うとし長期にわたって実施されたにも関わらず、米国の意図したようには進まなかった。これらは英語

教育観の違いだけではなく、互いに相手の文化を理解できなかったことに要因があると思われる。「言葉

の壁」のなかに様々な誤解が回収されてしまったのである。 
最後に本研究で得られた知見を総合してみたい。米国の対日英語教育構想は、戦後の日本の英語教育

改革を主導し、新制中学校への外国語科の導入をもたらした。日本の義務教育に英語教育が導入された

のは、すでに 20 世紀前半に起こった英語の世界的拡大傾向と第二次世界大戦後の英語の政治性がもた

らしたことも見逃してはならない。 
しかし、米国が徹底して日本の英語教育に政策的に関与したのは、常に日本人の英語教育要求に応え

ようとしたからである。一方、日本人は自ら強い英語教育要求をもちながら、米国の支援をうまく活用

できず、むしろ米国に反発した。両者の英語教育観には大きな差異が生じていたのである。これは現在

の日本の義務教育における英語教育にも当てはまるのではないか。これらを乗り越えることなしに、日

本の義務教育における英語教育の発展を期待することは難しいのではないか。これを本研究の結論とす

る



 

  


