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 大学の第１外国語も第２外国語も昨今ではその運用能力を高めることが一義的設置

理由であると喧伝されている。しかもそれは学生諸君のニーズであり、大学側に抗弁の

余地などないというのだ。国公私立を問わず、少子化の波に翻弄される昨今とは言え、

当局と呼ばれる大学の運営や経営の中枢がお客様大事とこれを容認するのは仕方が

ないとして、何と教授会はおろか文部科学省までもがこの考え方に傾き始めたのは驚異

だ。いや脅威と言うべきかも知れない。 

 

 国際理解を深め、国際交流を盛んにするためには確かにさまざまな語学の運用能力

を高める必要がある。したがって、当局は「英語」と呼ばれる米語、フランス語やドイツ語

の開講が１週１～２コマの現状を憂えて、それらにイタリア語・スペイン語・ロシア語・中

国語・朝鮮語・アラビア語・ヒンディー語・ヴェトナム語・マレー語などを加えた語学講座を

一挙に１週１０～２０コマも開講したであろうか？文科省は各大学をそのように指導した

であろうか？答えは否である。現状のまま、それも第２外国語にあっては、多くの大学で

選択必修科目から自由選択科目への移行が顕著になっていることを改めもせず、学生

諸君のコミュニカスィオン能力を高めよと言うのだから、まさに無理なんだーい(難題)と返

すしかあるまい。当局や文科省の見解は「歴史的に英・独・仏に偏っている大学の語学

教育に多文化共生の発想を取り入れ、それらを必修から完全自由選択に転換すること

で、学生諸君の語学勉学の選択肢が増える」というものだが、一昔前の学生諸君ならい

ざ知らず、卒業単位に算入されぬ完全自由選択科目に 近の学生諸君が関心を示す

訳がない。「高い授業料を支払い、４年間も手間暇かけて立派な社会人になるのだから、

知性と教養を身につけなければ・・・」と考えるのは往年の大学生であった我々の発想で

ある。現今の学生諸君は如何に少ないエネルギーで如何に 大効果を挙げるかに固執

しており、余計な科目には目もくれず、 小限度の１２４単位での卒業を見込んで、ひた

すらアルバイトに勤しむのである。その結果、我々に「先生！」と呼びかけようとして、「店

長！」と叫んでしまう始末だ。 

 

 実は、大方はご存知のように、本来大学の語学教育は学生諸君に発想の転換を促す
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ために設置されているのであり、付随的にその言語の運用能力が備わることも期待され

る存在に過ぎない。つまり、コミュ二カスィオン能力が高まるきっかけは教室で与えられ

るが、実際にそれを発揮できるか否かは学生諸君の教室外での個人的努力次第なので

ある。旧教育制度では中学校課程５年を経て、高等学校の２年間は語学の基礎固めに

費やされ、メトッドは今日よりも見劣りするかも知れないが、１週１０コマどころか２０コマ

近くがこれに充てられたのだ。時間のかけ方が半端ではない。学生諸君の大半が１度の

外遊もせず、少々ひどい発音ながら、大いなる語彙力を駆使してコミュニカスィオン能力

を高め、大学に入学する頃には外国人教師の授業が理解できるまでになったのである。

もしも当局や文科省が本気でそのようなことを期待するのであれば、まず語学教育の制

度改革に着手するべきではないのか。現状は余りにも言行不一致だと言わざるを得な

い。 

＊ 

 

ところで、現行制度に於ける中学校・高等学校の外国語（米語）教育はコミュニカスィ

オン能力を高めることが中心のカリキュラムになっているのだが、これを通過した学生諸

君のコミュニカスィオン能力が往年に比較して劣悪なのは何故だろう？４０年以上前から

New HorizonやNew Prince Readersなどのテクストも会話主体の編纂に移行しているし、

近では殆どの公立中学校に英米人の Teaching Assistant が派遣されてもいるが、生徒

諸君の語彙が極端に不足しており、例えば “I’m looking for my glasses.”と言いたいのに、

「捜す」については to look for ~ しか暗誦していないので、これを忘れると折角の会話が

暗礁に乗り上げてしまう。つまり、嘗ての生徒の如く、to search for ~ とか to seek for ~ 
への咄嗟の切り替えが利かないのである。当然ながら the searchlight「探照灯」（地上か

らの爆撃機追尾のためのものだから、若い世代はこの日本語も知る由もなかろう）や the 
hide-and-seek「かくれんぼう」からの類推など期待する方が無理というものだ。それだけ

ではない。以前よりも子音の発音がひどくなっているばかりか、英米語独特の抑揚もし

ばしば無視される始末なのだ。「アイムウ・ルッキングウ・フォアア・マイイ・グラッシース

ウ」と棒読みされたのでは相手は１００％理解不能であろう。こんなことなら、むしろ幕末・

明治方式の Excuse me.「碾臼[ヒキウス]見ぃ」や What time is it now ?「掘った芋いじる

な」の方がずっと効果的に違いない。一方では平素の授業中に綴り方を教えることを徹

底せず、他方では高校・大学入試で綴り方を要求するという矛盾が一向に解消していな

い訳で、これは approche communicative を言い（このメトッドが綴りを必要としないと思い

込み）ながら、綴りに拘っている証拠である。 
 

他者の言語を学ぶとき、我々は外国人なので、とりわけ初学者の間は丹念に辞書を

引き、単語帳を作って語彙の習得に励まねばならないのに、テクストの巻末に片端から

単語の意味が列挙されており、熟語か否かを辞典の検索によって判断すべきなのに、こ

れまた巻末に予め熟語だと示されてしまう。「これでは英和辞典を求める意味がない！」

と抗議しようものなら、「だから求めてはいけない！」と信じ難い答えが返ってくる。事実、

このメトッドを推進している同僚の何人かは学生諸君に辞典の購入や教室への持参は

罷りならぬと指示している始末で、それではメトッドではなく我流だとしか言いようがない。

小学生にとって机上の英和辞典はバイブルであり、初めて接する外国文化そのもので

ある。英和辞典を紐解く行為で彼（女）はイギリス文化に分け入り、自身が中学生になっ
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たと自覚するのである。同じように仏和辞典に接して、高校生はフランス文化に分け入り、

自身が大学生になったと自覚する訳で、外国語辞典は単なる翻訳の道具ではなく、若者

に自身の進化を認知させ、外国文化を認知させる重要な教具であるにも関わらず、テク

ストの巻末の所為で小学生も高校生もこれを手にする機会を逸し、新たな言語世界に分

け入る自覚症状（喜び）を伴わぬまま進級・進学してしまう。 
 

＊ 
 
 さて、approche communicative を信奉する教員の間にコミュ二カシオンについて大いな

る誤解があるのではなかろうか。今更言うまでもないが、communication はラテン語の動

詞 communicare の名詞形 communicatio が出自である。優れた仏和辞典『ロワイヤル仏

和中辞典』DICTIONNAIRE FRANÇAIS-JAPONAIS ROYAL ( Obunsha )によれば、 
 
communication  n.f. 
1 通知 J’ai une communication à vous faire. 
2 連絡 Les communications par terre entre ces deux villes sont coupées. 
3 通信 Vous avez eu la communication ? 
4 発表 Il a fait une communication importante au congrès. 
5 （図書の）貸出し ~ des livres 
6 伝達 ~ de masse 
7 伝染 ~ d’une maladie 
 
とあり、同じく優れた仏仏辞典 LOGOS GRAND DICTIONNAIRE DE LA LANGUE 
FRANÇAISE ( Bordas )には、 
 
communication  n.f. 
1 Action de communiquer quelque chose, ou résultat de cette action. 
2 Ce qui est communiqué, renseignement. 
3 Action de communiquer avec quelqu’un. 
4 Ce qui fait communiquer, passage. 
5 Transmission d’une maladie. 
 
とある。ご覧のようにコミュ二カシオン communication には２つの側面、「行為」action と

「その結果」résultat があるにも拘らず、多くの教員が前者をあまりにも増幅させてはいま

いか。我々が外国語を学ぶことに意義があるとすれば、他者への理解と寛容の精神を

養うこと以外に理由があるだろうか。この世に文化的背景を欠いた語学教育など存在し

ないのだが、その たる例が大学まで都合８年間に及ぶ米語教育の結果、日本の学生

諸君の大半が日常会話さえ満足に話せず、真顔でアメリカ合衆国の首都はニューヨーク

だと答える現実だ。何のために米語を学ぶのかという「結果」を矮小化し、Save Our Ship
を無味乾燥の長短２種類の棒線の組み合わせで相手に伝えるモールス符号の如く丸暗

記させる「行為」がコミュ二カシオンだと妄信した教員たちによるガイコクゴ教育の成果で

ある。この現実を突きつけられ、門外漢は市井の語学学校の英米語の熟達振りに驚き
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の声を上げる。そして、関東の有力知事や有力市長などは公立大学の語学教育は民間

に委託し、学生諸君に英検や仏検を受験させ、その結果を大学が認定すれば良いと宣

うのだが、これこそ文化的背景を極端に薄めたパターン練習の成果であり、そこから外

れると応用や類推が利かず、忽ちパターンてなことになりかねない。強いて言えば、期間

ならぬ機会限定お値打ち品には違いない。 
 

＊ 
 

大学の語学教育担当者を歴代研究者に限ってきたのはコミュ二カシオンの「行為」を

通じて、その「結果」を学生諸君に認知させ、さまざまな配当科目に於いて発想の転換を

促すためである。したがって、大学の語学教育が解析能力の養成を放棄し、文化的背景

を欠いてはその設置理由を失うことになる。 
 
日本語の「あとさき（後先）」は単に「前後」の意味で、時間の概念を含んではいない。

この表現が誕生した頃には時計が発明されておらず、人びとは時空を越える感覚を持ち

得なかったからだ。これに類する「先駆け」とか「後れ馳せ」という表現にもそうした概念

はなく、前者は中世の武士団の戦闘に於いて、「先陣を承ること」を言い、本隊の 前線

le front に陣取り、敵の前線 le front ennemi と対峙することである。後者は戦闘に「遅れ

て」到着するのではなく、先駆け部隊や本隊の後に到着する意味に過ぎない。尤も、後

れをとる（矢玉の飛んで来ない安全地帯に陣取る）訳で不名誉な行為に違いない。そう

すると、「お先にどうぞ」或いは「お先に失礼！」と発話した場合、「早めに」とか「早く」と

いう時間を意識した表現となり、間違いだということに気づく。正しくは「お先へどうぞ」つ

まり「私に構わず、どうぞ私の前へお進み下さい」或いは「お先へ失礼！」つまり「あなた

の前に進み出て、失礼致します」と言うべきなのである。こうしたことを理解しておけば、

「お先へどうぞ」は英語では“After you.”と、フランス語では≪Après vous.≫と表現され、

「あなたが済んでから」だから「あなたの後で」と言うのかと抵抗なく合点が行く。「お先へ

失礼！」を英語で言えば“Excuse me for going first.”であり、「あなたよりも先に発ってご

めんね」だが、時や順位を表す first が用いられており、ひょっとしたら時間の概念を含む

かも知れないと分かるし、フランス語は≪Excusez-moi. Je vous laisse.≫で、「あなたを置

いてけぼりにしてごめんね」だから日本語の概念に近いのだと分かる。 
 
市井の語学学校では「行為」を重視したコミュ二カシオン能力の養成が責務であるか

ら、その「結果」を悠長に解析することはしない。しかし、パターン練習を逸脱しない限り、

ネイティヴ・スピーカーの正確な発音や抑揚を真似てペラペラと喋れるので、「使える外

国語」がよく身についたと錯覚することは大いにあり得る。経済的に余裕があれば、この

「錯覚」部分を大学の語学教育を受けて補正し、その上で語学学校に通うことは大変効

果的であるし、夏休みを利用してフランス本国に出かけ、現地の語学学校で学ぶに越し

たことはない。いずれにせよ、各校がそれぞれの領分を守って語学教育を推進すること

が肝要で、現状を改めもせず、大学に「使える外国語」を教授せよとか、さもなくば外国

語を完全自由選択科目に格下げする、第２外国語の設置を再考するという発想は大学

の raison d’être を否定するものであり、当局と文科省に猛省を促したい。 
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