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１０ 外 国 語 
 

 

学習指導要領 (試案) 昭和 22 年 ３月 20 日（1947 年）発行 

生徒指導要録 昭和 24 年 ８月 25 日（1949 年） 

 

 

１ 外国語の目標 

 

学習指導要領 英語編(試案)〔昭和 22年 3 月 20 日（1947 年）発行〕より 

一．英語で考える習慣を作ること。 

 英語を学ぶということは，できるだけ多くの英語の単語を暗記することではなくて，われわれの心を，

生まれてこのかた英語を話す人々の心と同じように働かせることである。この習慣（habit）を作るこ

とが英語を学ぶ上の最初にして最後の段階である。 

 英語で考えることと翻訳することとを比較してみよう。前者は英語をいかに用いるかということを目

的としているが，後者は古語を学ぶときのように，言語材料を覚えることに重点をおいている。前者は

聴き方にも，話し方にも，読み方にも，書き方にも注意しながら英語を生きたことばとして学ぶのに反

して，後者は書かれた英語の意味をとることにのみとらわれている。ここにおいて，英語で考えること

が，英語を学ぶ最も自然な最も効果的な方法であることは明らかである。 

二．英語の聴き方と話し方とを学ぶこと。 

 英語で考える習慣を作るためには，だれでも，まず他人の話すことの聴き方と，自分の言おうをする

ことの話し方とを学ばなければならない。聴き方と話し方とは英語の第一次の技能（primary skill）

である。 

三．英語の読み方と書き方とを学ぶこと。 

 われわれは，聴いたり話したりすることを，読んだり書いたりすることができるようにならなければ

ならない。読み方と書き方とは英語の第二次の技能（secondary skill）である。そして，この技能の

上に作文と解釈との技能が築かれるのである。 

四．英語を話す国民について知ること，特に，その風俗習慣および日常生活について知ること。 

 聴いたり話したり読んだり書いたりする英語を通じて，われわれは英語を話す国民のことを自然に知

ること（information）になるとともに，国際親善を増すことにもなる。 

 

 



 

 
- 338 -

２ 外国語の評価の観点 

 

中学校，高等学校生徒指導要録について〔昭和 24 年８月 25 日（1949 年）〕より 

理解しながら読む能力 

話す技能 

書く事によって自己を表現する能力 

話された言葉を理解する技能 
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中学校高等学校学習指導要領（試案） 昭和 27 年 ３月 20 日（1951 年）発行 

指導要録 昭和 30 年 ９月 13 日（1955 年）通達 

 

 

１ 外国語の目標 

 

中学校高等学校学習指導要領 外国語科英語編（試案）〔昭和 27 年３月 20 日（1951 年）発行〕より 

中学校英語教育課程の目標  

Ａ．一般目標 

 聴覚と口頭との技能および構造型式の学習を最も重視し，聞き方・話し方・読み方および書き方に熟

達するのに役だついろいろな学習経験を通じて，「ことば」としての英語について，実際的な基礎的な

知識を発達させるとともに，その課程の中核として，英語を常用語としている人々，特にその生活様式・

風俗および習慣について，理解・鑑賞および好ましい態度を発達させること。 

Ｂ．おもな機能上の目標 

(1) 「ことば」としての英語を聞いてわかる技能を発達させること。標準は中学校生徒の発達段階に

適当であると一般に認められたものとする。したがって， 

(a) 聴覚と口頭との技能を発達させるにあたって，習得した聞き方の技能が，（１）中学校の標準

内において実用的価値あるものとなり，（２）高等学校の内または外においてさらに進んだ学習を

しようとする者にとって，健全な基礎として役だつものとなること。 

(b) 読み方または書き方の技能を発達させるにあたって，習得した聞き方の技能が，そのような

技能の習得に必要な基礎および基準として役だつものとなること。 

(2) 「ことば」としての英語を口頭で表現する技能を発達させること。標準は中学校生徒の発達段階

に適当であると一般に認められたものとする。したがって， 

(a) 特に口頭表現の技能の習得を希望する生徒にとって，習得した技能が，（１）中学校生徒の発

達段階に適当であると一般に認められた標準内において，実用的価値あるものとなり，（２）高等

学校の内または外においてさらに進んだ学習をしようとする者にとって，健全な基礎として役だつ

ものとなること。 

(b) 読み方または書き方の技能を発達させるにあたって，習得した口頭表現の技能が，そのよう

な技能の習得に必要な基礎および基準として役だつものとなること。 

(3) 「ことば」としての英語を読んでわかる技能を発達させること。標準は中学校生徒の発達段階に

適当であると一般に認められたものとする。したがって， 

(a) 書き方の技能を発達させるにあたって，習得した読み方の技能が，（１）中学校の標準内にお

いて実用的価値あるものとなり，（２）高等学校の内または外においてさらに進んだ学習をしよう

とする者にとって，健全な基礎として役だつものとなること。 

(b) 書き方の技能を発達させるにあたって，習得した読み方の技能が，そのような技能の習得に

必要な基準および完成を助けるものとして役だつものとなること。 

(4) 「ことば」としての英語を書く技能を発達させること。標準は中学校生徒の発達段階に適当であ

ると一般に認められたものとする。したがって， 

(a) その技能が，（１）中学校の標準内において実用的価値あるものとなり，（２）高等学校の内



 

 
- 340 -

または外においてさらに進んだ学習をしようとする者にとって，健全な基礎として役だつものとな

ること。 

Ｃ．おもな教養上の目標 

(1) 英語課程の中核として，英語を常用語としている人々，特にその生活様式・風俗および習慣につ

いて，理解・鑑賞および好ましい態度を発達させること。したがって， 

(a) 聞き方・話し方・読み方および書き方の技能を発達させるにあたって，学習経験を，英語を

常用語としている人々の生活様式・風俗および習慣から切り離さないこと。かれらの言語はかれら

の文化の中核なのである。 

(b) このような鑑賞と態度との発達が，高等学校の内または外においてさらに進んだ学習をしよ

うとする者にとって，健全な基礎として役だつものとなること。 

(c) このような鑑賞と態度との発達が，習得した言語とともに，生徒の個人的・社会的および職

業的能力に寄与するものとなること。 

(d) このような鑑賞と態度との発達が，習得した言語技能とともに，平和への教育の重要な一部

として役だつものとなること。 

 

 

２ 外国語の評価の観点とその趣旨 

 

小学校，中学校および高等学校の指導要録の改訂について（通達）〔昭和 30 年９月 13 日（1955 年）〕より 

外 国 語 へ の 興

味・関心 

（中・高）外国語に対して積極的に興味関心を持ち，外国語を正しく使おうとす

る意欲，これを通しての国際処理に及ぶ。 

聞く，話す  

読解  

書き方  

＊観点の趣旨については，一部しか示されていない。 



 

教育課程審議会答申 昭和 33 年 ３月 15 日（1958 年） 

中学校学習指導要領 昭和 33 年 10 月 １日（1958 年）告示 

 昭和 33 年 10 月 １日（1958 年）施行 

生徒指導要録 昭和 36 年 ２月 13 日（1961 年）通達 

 

 

１ 教育課程審議会の答申に示された外国語の改善の方針 

 

小学校・中学校教育課程の改善について（答申）〔昭和 33 年３月 15 日（1958 年）〕より 

① 現行どおり各学年とも選択教科とすること。 

 

 

２ 外国語の目標 

 

中学校学習指導要領 文部省告示第 81 号 昭和 33 年 10 月１日（1958 年）告示 

昭和 33 年 10 月１日（1958 年）施行  より 

１ 外国語の音声に慣れさせ，聞く能力および話す能力の基礎を養う。  

２ 外国語の基本的な語法に慣れさせ，読む能力および書く能力の基礎を養う。  

３ 外国語を通して，その外国語を日常使用している国民の日常生活，風俗習慣，ものの見方など

について基礎的な理解を得させる。  

 以上の目標の各項目は，相互に密接な関連をもって，全体として外国語科の目標をなすものであ

るから，指導にあたっては，この点を常に考慮しなければならない 

 

 

３ 外国語の評価の観点とその趣旨 

 

小学校児童指導要録および中学校生徒指導要録について（通達）〔昭和 36 年２月 13 日（1961 年）〕より 

聞く 外国語の語，句，文を聞いて，その意味を理解することができる。 

話す 正しい発音，アクセント，抑揚などを用いて，外国語を話すことができる。 

読む 外国語の語，句，文を読んで，その意味を理解することができる。 

書く 正しい文型，つづり，大文字，符号を用いて，外国語を書くことができる。 

外 国 語 へ の 関

心・態度 

外国語に興味・関心をもち，外国語を進んで用いようとし，外国の国民について

理解しようとする。 
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教育課程審議会答申 昭和 43 年 ６月 ６日（1968 年） 

中学校学習指導要領 昭和 44 年 ４月 14 日（1969 年）告示 

 昭和 47 年 ４月 １日（1972 年）施行 

生徒指導要録 昭和 46 年 ２月 27 日（1971 年）通知 

 

 

１ 教育課程審議会の答申に示された外国語の改善の方針 

 

中学校の教育課程の改善について（答申）〔昭和 43 年６月６日（1968 年）〕より 

１ 目標について 

目標については，外国語を聞き，話し，読み，書く能力の基礎を養い，言語能力の伸長に資すると

ともに，外国に関する基礎的な理解を得させ，あわせて，国際協調の精神の基礎をつちかうことを明

記すること。 

２ 内容について 

(1) 内容については，外国語を聞き，話し，読み，書くことにいっそう習熟させることができるよう

に，基本的事項を精選すること。 

(2) 文型および文法事項については，学年配当をいっそう適切にすること。 

(3) 英語において指導する語の総数は，現行よりも減ずること。 

ただし，必修すべき語については，現行よりもその数を増すようにする。 

(4) 聞くこと，話すことの領域の指導については，さらにくふうをこらし，その徹底を図るようにす

ること。 

(5) 生徒の能力差に応じた指導ができるように配慮すること。 

 

 

２ 外国語の目標 

 

中学校学習指導要領 文部省告示第 199 号 昭和 44 年４月 14 日（1969 年）告示 

昭和 47 年４月 １日（1972 年）施行  より 

外国語を理解し表現する能力の基礎を養い，言語に対する意識を深めるとともに，国際理解の基礎を

つちかう。 

このため， 

１ 外国語の音声および基本的な語法に慣れさせ，聞く能力および話す能力の基礎を養う。 

２ 外国語の文字および基本的な語法に慣れさせ，読む能力および書く能力基礎を養う。 

３ 外国語を通して，外国の人々の生活やものの見方について基礎的な理解を得させる。 
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３ 外国語の評価の観点とその趣旨 

 

小学校児童指導要録および中学校生徒指導要録の改訂について（通知）〔昭和 46年２月 27 日（1971 年）〕よ

り 

聞くこと 身近なことなどについての初歩的な外国語を聞いて，その意味を理解することが

できる。 

話すこと 身近なことなどについて，初歩的な外国語を用いて話すことができる。 

読むこと 外国の人々の生活などについての初歩的な外国語を読んで，その意味を理解する

ことができる。 

書くこと 身近なことなどについて，初歩的な外国語を用いて書くことができる。 



 

教育課程審議会答申 昭和 51 年 12 月 18 日（1976 年） 

中学校学習指導要領 昭和 52 年 ７月 23 日（1977 年）告示 

 昭和 56 年 ４月 １日（1981 年）施行 

生徒指導要録 昭和 55 年 ２月 29 日（1980 年）通知 

 

 

１ 教育課程審議会の答申に示された外国語の改善の方針 

 

小学校，中学校及び高等学校の教育課程の基準の改善について（答申）〔昭和 51 年 12 月 18 日（1976 年）〕

より 

ア 改善の基本方針 

中学校及び高等学校を通じて，内容の程度や分量が一層適切なものになるよう基礎的・基本的な事

項に精選する。その際，外国語を理解したり，表現したりする言語活動の基礎を養うことを一層重視

し，特に表現力の育成に配慮する。 

イ 改善の具体的事項 

（中学校） 

(ｱ) 英語の内容は，現行どおり言語及び言語材料によって構成するが，各学年の内容については生徒

の実態に応じて学年相互において弾力的な取扱いができるようにする。 

(ｲ) 英語の言語活動については，その指導事項の主なものを示し，より適切に言語活動の指導ができ

るようにする。 

(ｳ) 英語の言語材料については，主として現行の第３学年の文型，文法事項などを中心に整理し，基

本的な事項について習熟できるようにする。また，英語において指導する語の総数は現行よりも少

なくし，その学年配当についても改める。 

(ｴ) 英語以外の外国語については，改善の基本方針に即し，その特性や履修の実態等にも配慮して改

める。 

 

 

２ 外国語の目標 

 

中学校学習指導要領 文部省告示第 156 号 昭和 52 年７月 23 日（1977 年）告示 

昭和 56 年４月 １日（1981 年）施行  より 

外国語を理解し，外国語で表現する基礎的な能力を養うとともに，言語に対する関心を深め，外国の

人々の生活やものの見方などについて基礎的な理解を得させる。 
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３ 外国語の評価の観点とその趣旨 

 

小学校児童指導要録及び中学校生徒指導要録の改訂について（通知）〔昭和 55 年２月 29 日（1980 年）〕より 

＜中学校＞ 

聞くこと 初歩的な外国語の話を，事柄の概要や要点をとらえながら聞くことができる。 

話すこと 初歩的な外国語を用いて，事柄の概要や要点が伝わるように話すことができる。 

読むこと 初歩的な外国語の文を，事柄の概要や要点をとらえながら読むことができる。 

書くこと 初歩的な外国語を用いて，事柄の概要や要点が伝わるように文章を書くことがで

きる。 

外国語に対する

関心・態度 

外国語に対して関心をもち，進んで外国語を聞いたり，話したり，読んだり，書

いたりしようとする態度を身につけている。 
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教育課程審議会答申 昭和 62 年 12 月 24 日（1987 年） 

中学校学習指導要領 平成 元年 ３月 15 日（1989 年）告示 

 平成 ５年 ４月 １日（1993 年）施行 

生徒指導要録 平成 ３年 ３月 20 日（1991 年）通知 

 

 

１ 教育課程審議会の答申に示された外国語の改善の方針 

 

幼稚園，小学校，中学校及び高等学校の教育課程の基準の改善について（答申）〔昭和 62年 12 月 24 日（1987

年）〕より 

ア 改善の基本方針 

中学校及び高等学校を通じて，国際化の進展に対応し，国際社会の中に生きるために必要な資質を

養うという観点から，特にコミュニケーション能力の育成や国際理解の基礎を培うことを重視する。

このため，読むこと及び書くことの言語活動の指導がおろそかにならないように十分配慮しつつ，聞

くこと及び話すことの言語活動の指導が一層充実するよう内容を改善する。また，生徒の学習の段階

に応じて指導が一層適切なものになるよう指導内容をより重点化・明確化するとともに，生徒の実態

等に応じ多様な指導ができるようにする。さらに，これらを通じ，外国語の習得に対する生徒の積極

的な態度を養い，外国語の実践的な能力を身に付けさせるとともに，外国についての関心と理解を高

めるよう配慮する。 

その際，中学校においては，初めて外国語を学習することにかんがみ，生徒の外国語に対する興味・

関心を高め基礎的・基本的な内容の定着が一層図られるようにするとともに，発展的，段階的な指導

や多様な教育活動が展開されるよう内容を改善する。また，高等学校においては，生徒の能力・適性，

進路等に応じて適切な選択が可能となるよう科目の構成や履修の仕方を改める。 

イ 改善の具体的事項 

（中学校） 

(ｱ)「言語活動」については，現行の３領域のうち，「聞くこと，話すこと」をそれぞれ独立させて，

「聞＜こと」，「話すこと」，「読むこと」及び「書くこと」の４領域で構成することとし，聞くこと

及び話すことの指導が一層充実するよう内容を改善する。また，各学年において指導の発展性，段

階性がより明確になるように内容を示すこととする。その際，例えば，第１学年の入門期の指導に

おいては音声による指導を重点的に行うようにするなど，実際の指導において生徒の学習の段階に

応じた適切な指導ができるよう配慮する。 

(ｲ) 「言語材料」については，生徒の実態に応じ多様で豊かな言語活動を行うことができるようその

取扱いの一層の弾力化を図る。その際，文型，文法等の学年による配当の枠を外すことを考慮し，

実際の指導の場面において取り上げる言語活動の内容に即し，多様な表現活動が展開できるよう配

慮する。 

(ｳ) 題材については，生徒の心身の発達段階に即して，諸外国の人々の生活や日本人の生活に関する

ものなどを含め，生徒の興味・関心を喚起し，国際理解に役立つものを広く取り上げるよう配慮す

る。 

(ｴ) 聞くこと及び話すことの指導に当たっては，特に音声による指導を重視し，ネイティブ・スピー



カーの活用や教育機器の利用などが一層進められるよう配慮する。 

(ｵ) 各学年における授業時数の弾力的運用については，教科の内容を一層定着させるため，基礎的・

基本的事項の補充や深化を行ったり，日常生活に関する会話やヒアリングの充実など言語活動をよ

り深め，豊かにするための多様な教育活動が展開できるようにする。 

(ｶ) 英語以外の外国語については，改善の基本方針に即してその特性や履修の実態等に配慮して改善

する。 

 

 

２ 外国語の目標 

 

中学校学習指導要領 文部省告示第 25 号 平成元年３月 15 日（1989 年）告示 

平成５年４月 １日（1993 年）施行  より 

外国語を理解し，外国語で表現する基礎的な能力を養い，外国語で積極的にコミュニケーションを図

ろうとする態度を育てるとともに，言語や文化に対する関心を深め，国際理解の基礎を培う。 

 

 

３ 外国語の評価の観点とその趣旨 

 

小学校児童指導要録，中学校生徒指導要録並びに盲学校，聾学校及び養護学校の小学部児童指導要録及び中

学部生徒指導要録の改訂について（通知）〔平成３年３月 20 日（1991 年）〕より 

コミュニケーシ

ョンへの関心・意

欲・態度 

コミュニケーションに関心をもち，積極的にコミュニケーションを図ろうとする。

表現の能力 初歩的な外国語を用いて，自分の考えなどを話したり，書いたりする。 

理解の能力 初歩的な外国語を聞いたり，読んだりして，話し手や書き手の意向などを理解す

る。 

言語や文化につ

いての知識・理解 

初歩的な外国語の学習を通して，言葉とその背景にあるものの考え方や文化など

を理解し，知識を身に付けている。 
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教育課程審議会答申 平成 10 年 ７月 29 日（1998 年） 

中学校学習指導要領 平成 10 年 12 月 14 日（1998 年）告示 

 平成 14 年 ４月 １日（2002 年）施行 

生徒指導要録 平成 13 年 ４月 27 日（2001 年）通知 

 

 

１ 教育課程審議会の答申に示された外国語の改善の方針 

 

幼稚園，小学校，中学校，高等学校，盲学校，聾学校及び養護学校の教育課程の基準の改善について（答申）

〔平成 10 年７月 29 日（1998 年）〕より 

ア 改善の基本方針 

(ｱ) これからの国際社会に生きる日本人として，世界の人々と協調し，国際交流などを積極的に行っ

ていけるような資質・能力の基礎を養う観点から，外国語による実践的コミュニケーション能力の

育成にかかわる指導を一層充実する。その際，外国語の学習を通して，積極的にコミュニケーショ

ンを図ろうとする態度と，視野を広げ異文化を理解し尊重する態度の育成を図る。 

(ｲ) 実践的コミュニケーション能力の育成を図るため，言語の実際の使用場面に配慮した指導の充実

を図る。 

(ｳ) 国際化の進展に対応し，外国語を使って日常的な会話や簡単な情報の交換ができるような基礎

的・実践的なコミュニケーション能力を身に付けることがどの生徒にも必要になってきているとの

認識に立って，中学校及び高等学校の外国語科を必修とすることとする。その際，中学校において

は，英語が国際的に広くコミュニケーションの手段として使われている実態などを踏まえ，英語を

履修させることを原則とする。 

イ 改善の具体的事項 

（中学校） 

基礎的・実践的コミュニケーション能力を育成することを重視して，次のような改善を図る。 

(ｱ) 学習段階を考慮して，「聞くこと」，「話すこと」，「読むこと」及び「書くこと」の四つの領域の

言語活動の有機的な関連を図った指導を展開しながら，音声によるコミュニケーション能力を重視

し，実際に聞いたり話したりするコミュニケーション活動を多く取り入れることとする。 

(ｲ) ゆとりある弾力的な指導を一層可能にするため，現在は学年ごとに示している四つの領域の言語

活動の内容を，３年間を通して一括して示すこととする。また，例えば，あいさつや依頼をするこ

となど日常的な言語の使用場面や言語のはたらきを例示し，それらを有機的に組み合わせることに

より実際に言語を使用する幅広い言語活動が展開できるようにする。 

(ｳ) 言語活動を行う上で必要となる音声，文や文型，文法事項，語及び連語などの言語材料について

は，基本的な事項に整理するとともに，文法事項や語数など内容の一部を削除する方向で見直す。 

(ｴ) 教材については，国際理解に役立つものを重視して取り上げるようにするとともに，コミュニケ

ーション能力の育成を図る観点から，実際に使用する経験を重ねながら言語の習熟を図ることを重

視して，言語を使用する場面や言語のはたらきに配慮したものを取り上げるものとする。 

(ｵ) 指導に当たっては，個別指導，小集団による活動，視聴覚教材の使用など生徒の能力や適性など

に配慮した様々な工夫を図るとともに，ネイティブ・スピーカーなどの協力を得て行う授業を積極



的に取り入れることや，インターネット等の情報通信ネットワークや教育機器などを指導上有効に

生かすことに配慮する。 

 

 

２ 外国語の目標 

 

中学校学習指導要領 文部省告示第 176 号 平成 10 年 12 月 14 日（1998 年）告示 

平成 14 年 ４月 １日（2002 年）施行  より 

外国語を通じて，言語や文化に対する理解を深め，積極的にコミュニケーションを図ろうとする態度

の育成を図り，聞くことや話すことなどの実践的コミュニケーション能力の基礎を養う。  

 

 

３ 外国語の評価の観点とその趣旨 

 

小学校児童指導要録，中学校生徒指導要録，高等学校生徒指導要録，中等教育学校生徒指導要録並びに盲学

校，聾学校及び養護学校の小学部児童指導要録，中学部生徒指導要録及び高等部生徒指導要録の改善等につ

いて（通知）〔平成 13 年４月 27 日（2001 年）〕より 

コミュニケーシ

ョンへの関心・意

欲・態度 

コミュニケーションに関心をもち，積極的に言語活動を行い，コミュニケーショ

ンを図ろうとする。 

表現の能力 初歩的な外国語を用いて，自分の考えや気持ちなど伝えたいことを話したり，書

いたりして表現する。 

理解の能力 初歩的な外国語を聞いたり，読んだりして，話し手や聞き手の意向や具体的な内

容など相手が伝えようとすることを理解する。 

言語や文化につ

いての知識・理解 

初歩的な外国語の学習を通して，言語やその運用についての知識を身に付けると

ともにその背景にある文化などを理解している。 
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