第 25 回
関西フランス語教育研究会
Rencontres Pédagogiques du Kansaï
2011 年 3 月 25 日（金）・26 日（土）

大阪日仏センター＝アリアンス・フランセーズ

Les vendredi 25 et samedi 26 mars 2011 au Centre – Alliance française dʼOsaka

共通テーマ ATELIERS THEMES

Thème 1 : Collaboration entre professeurs

教師間のコラボレーション
Thème 2 : Liens entre l’apprentissage dans la classe et le travail personnel
教室授業と個人学習をつなぐものは？

シンポジウム TABLE RONDE

『異文化理解と外国語教育――大学における教養主義教育はどこに行く？』 （使用言語 : 日本語）
« L'enseignement des langues étrangères et l'interculturel » (en japonais)

RPK 2011 : bon à savoir !
* les codes pour les ateliers :
thème de réflexion choisi : T1 = thème 1 ; T2 = thème 2 ; HT = hors-thèmes
langue de travail : jp= japonais ; fr = français ; fr-jp= français et japonais
* les durées :
atelier pédagogique et conférence : 90 minutes ; présentation éditeurs-libraires = 60
minutes ; table ronde = 120 minutes
*les salles :
8ème étage
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Grille d’horaire des RPK 2011

Le vendredi 25 mars
09h30 : ouverture de la réception
10h00

salle 2 HT-jp

salle 4 T1-fr-jp

salle 5

T1-jp

パワーポイントと
ブログを利用した
授業のアーカイヴ化

授業実践を自分でふりかえる・
ピアでふりかえる
Auto-réflexion et co-réflexion sur les
pratiques dans la classe

大学と高校の授業をつなぐ
ひとつの試み

CHUJO

IMANAKA

YAMAMOTO & KAWAKATSU

11h30
11h30-11h45 : pause
11h45

salle 2

salle 3

Alma Publishing, fr-jp
Edition Asahi, jp
新刊教科書『Moi, je... 文
朝日出版社 2011 年度
法』と『Moi, je... コミュ
新刊テキストより
ニケーション』
、及び同教
メディア教材の
科書編集委員会のご紹介
ご提案
12h45

NAGANO Mariko

salle 4

salle 5

Surugadai, jp

Hachette Japon, jp

Hachette 2011
「電子書籍」時代に出版

新刊デジタル教材

社が取り組むこと

Agenda

YAMADA Hitoshi

NEGISHI Michiyo

YAMADA Toshiyuki

12h45-14h00 : pause déjeuner
14h00

15h30

salle 2 T1-fr-jp

salle 4 T1-jp

salle 5 HT-jp

Enseigner en tandem
franco-japonais : le cas d'un cours
de préparation au Futsuken

交流授業：
ロシア語とドイツ語の場合

外国語習得における発音指導ノウハウ
のソフトウェア化：
プロトタイプを使った実験の報告

TAJI & BELOUAD

NISHIMURA et al.

KIKUCHI et al.

15h30-16h00 : pause
16h00

Salle 2 TABLE RONDE-fr

PARLONS-EN

18h00

Modérateurs :
CHARNAY-KAWAI Georgette
RICO-YOKOYAMA Adriana
SOGA Yusuke

18h30-20h30 : buffet !!!

salle 5

TABLE RONDE -jp
『異文化理解と外国語教育
――大学における教養主義教育はどこに行く？』
« L'enseignement des langues étrangères
et l'interculturel » (en japonais)
ASHIDA Hironao (Université Tokai)
NISHIYAMA Noriyuki (Université de Kyoto),
UCHIDA Tatsuru (Université Kobe Jogakuin)
Modérateur : NOZAKI Jiro (Université Kansai)

Grille d’horaire des RPK 2011

Le samedi 26 mars
09h45 : ouverture de la réception
10h00

salle 5

TABLE RONDE fr-jp

Espace Discussion
Modérateur : YAMAKAWA Seitaro
+ tous les participants
11h30
11h30-12h45 : pause déjeuner
12h45

salle 2 HT-fr-jp

salle 4 HT-jp

salle 5 HT-jp
フランス語圏教授法スタージュについ

Grammaire avec Yotsuba! -utilisation de la version française
du manga

若手教員の悩み相談室

KASUYA

IKAWA et al.

14h15

て ―BELC、CLA、CAVILAM、および
ケベック

AKASHI

14h15-14h30 : pause
14h30

salle 2 HT-jp
フランス語教育と
インターネット
―再考

16h00

salle 3 HT-jp
現代フランス社会をどう教
えるか
Comment présenter la
société française moderne
aux Japonais non
francophones ?

KOMATSU

salle 4 HT-fr
Certifications pour les
Universités
( TCF / DELF DALF)

NOZAKI

salle 5 T1-fr-jp
大学1年生向け
文法授業体験と意見交換
Le cours de grammaire
en première année
d’université :
expérience pratique

VERGAIN

MIKI et al.

16h00-16h15 : pause
16h15

salle 2 T2-jp
１･2 年生を対象とした
多言語プレゼンテーション/
暗唱コンテスト：コンテストと個人
学習を促す授業との
緩やかな連携の紹介

salle 4 HT-jp

salle 5 T1-fr-jp
大学 1 年生向け

学生、教師間の相互コミュニケー

コミュニケーション授業体験と意見交換

ション活性化への取り組み

Le cours de communication
en première année d’université : expérience
pratique

17h45

TANAKA

18h00-19h00 : pot d’au revoir !!

ISHIMARU

VANNIEU et al.
Rendez-vous aux 26èmes RPK !
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パワーポイントとブログを利用した
授業のアーカイヴ化
中條 健志
CHUJO Takeshi
Urban-Culture Research Center
Université de la Ville d’Osaka
takeshijo?nifty.com
みなさんは授業をどのように記録していますか？ 例えば、ノート等にメモす
る、データとして保存する、記憶しておく、といった方法があると思います。
過去の内容を振り返る、という作業をせずに授業準備や実際の授業を行うこと
はほぼ不可能といえますから、人によって様々な方法があるにせよ、私たちは
「記録」の作業を常に行っています。
報告者は普段、パワーポイントを用いて授業をしています。ここには、板書
時間の短縮や視覚的な効果を利用するというパワーポイントの利点を授業に
取り入れるだけでなく、データとして授業記録をアーカイヴ化するというメリ
ットがあります。このことによって、過去の内容を振り返ったり、コピーまた
は改変したりすることが大変しやすくなります。また、授業中に学生から質問
等が出た場合も、該当する内容（例えば、文法事項の説明など）に即座にアク
セスし、クラス全体で共有することが可能となります。さらに、教師自身の振
り返り（グループ・ワークの手順が正しかったかなど）にも有効な材料となり
ます。
今年度から大学での授業を担当している報告者は、一年間パワーポイントで
授業記録をアーカイヴ化してきました。もちろん、上に挙げたようなメリット
だけでなく、授業中に学生や教師が気づいたことをその場でどのように記録す
るか（＝既に完成されたパワーポイントのデータにどうやって残すか）、教師
の振り返りをどのように記録するかといった課題も残りました。
このアトリエでは、ひとつの方法として、こうしたパワーポイントによる授
業づくりの取り組みを紹介しながら、参加者の皆さんと授業の記録について考
えてみたいと思います。同時に、報告者が導入を検討している、ブログによる
学生向けの授業内容報告についても紹介し、議論できたらと思っています。
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授業実践を自分でふりかえる・ピアでふりかえる
Auto-réflexion et co-réflexion sur les pratiques dans la classe

今中 舞衣子
IMANAKA Maiko
Université de la Ville d’Osaka
maikoimanaka?gmail.com
ふだんの授業では学生に、じぶんの学習をふりかえったり、学習方法につい
て他の学生と話しあったりすることをすすめています。例えば、ポートフォリ
オのような形で学習記録をつけさせたり、その内容についてペアやグループで
話しあいを持たせたり…。いっぽう教師である自分のほうはというと、次の授
業の準備に追われて、毎回の授業のふりかえりが充分であるとはいえません。
このアトリエではまず、授業実践のふりかえりに関する発表者の日々の取り
組みとその反省をふまえ、ふりかえり活動を継続させるためのさまざまなツー
ルやコツについて、参加者の皆さんと一緒に考えたいと思います。特に今回は、
「教師間のコラボレーション」という共通テーマをふまえ、自分ひとりでの反
省だけではなく、他の教師との協同によるふりかえりの方法についても話し合
います。実際に、参加者の皆さん自身が他の方に協力してもらい、お互いにご
自身の授業実践をふりかえる時間もとりたいと思います。
また、授業実践について自分でふりかえったり他の教師と一緒にふりかえっ
たりするためのツールとして参考となるような書籍からの情報も、皆さんと共
有するつもりです。日本ではまだフランス語教育に関する専門書がたいへん少
ないですが、フランス語圏で公刊されたもの、あるいは、日本語教育・英語教
育・大学初年次教育などの関連分野の書籍から発表者が収集した、ふりかえり
に関するさまざまなツールやテクニックをご紹介したいと思います。
最後に、ふりかえりの結果を次の授業にどのように生かすかについて、参加
者の皆さんのご経験をふまえて話し合いたいと思います。
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大学と高校の授業をつなぐひとつの試み
山本 大地
YAMAMOTO Daichi
Université de Kyoto-Sangyo
monsieurdaichi?hotmail.co.jp

川勝 直子
KAWAKATSU Naoko
Lycée-Collège Stella Maris de Kobé
claire214?gmail.com

近年、高校―大学間の交流がますます盛んになりつつあります。例えば、この
ところ教育の現場で「高大連携」という言葉がしばしば聞かれるようになりまし
た。その形態は様々で、大学教員を高校に招いてより専門的な授業を実施したり、
高校生が大学に出向き講義を受講したり、大学内を施設見学するオープンキャン
パスのようなもの等、多岐に渡ります。これらの活動は、実際に高校生にとって
大学での学業をより身近に意識し、将来の専門を決めることにも役立っているよ
うです。
ところで、これらの取り組みを見ていると、実際の大学生と高校生の交流が視
野に入っていないことに気づきます。しかし、本来それぞれの舞台の主役である
高校生と大学生が主体的に交流活動を行うことは、双方にとって得るものがある
のではないでしょうか。そこで、我々は実験的な試みとして高校と大学における
フランス語クラスの交流を実施しました。このような試みは，高校生の大学に対
する興味を一層促すかもしれませんし、大学生にとっても、フランス語を学んで
いる高校生の存在を身近に感じることで、何か意識が変わるきっかけになるかも
しれません。また、こうした現場レベルでの交流は、従来の高大連携システムを
補強する手段となり得るのではないでしょうか。
本アトリエでは、我々が行った活動内容と学生の反応、そしてアンケート結果
を報告します。今回紹介するのは、大がかりな仕掛けや時間を必要とせず、通常
授業の流れの中に自然に組み込むことができるような活動です。他にどのような
活動が考えられるか、また問題点は何か等、参加者の皆様の活発なご意見をお待
ちしています。
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新刊教科書『Moi, je... 文法』と『Moi, je... コミュニ
ケーション』、及び同教科書編集委員会のご紹介
長野 まり子
NAGANO Mariko
Alma Publishing
nagano?almalang.com
Nous présenterons les nouveaux manuels « Moi, je... Bunpo » et « Moi, je...
Communication », destinés aux débutants complets, et conçus pour être utilisés aussi
bien par les enseignants japonais que par les enseignants français.
Nous présenterons aussi les comités éditoriaux de ces manuels et expliquerons aux
enseignants intéressés comment ils peuvent y participer.
弊社の新刊教科書『Moi, je...文法』ベータ版と、
『Moi, je... コミュニケーショ
ン』ベータ版について、同教科書の著者 Bruno Vannieu が内容紹介をいたしま
す。同教科書はフランス語初学者向けで、先生方がネイティブかノンネイティ
ブかを問わず、実際に使えるフランス語を段階的に無理なく教えることができ
る内容構成となっております。また、例えば J’aime と J’aime bien のニュア
ンスの違いなど、実際にフランス語で意志表示するときに役立つトピックが数
多く扱われています。
各レッスンの中では、基本事項の確認から応用問題までがレベルに沿って配置
されており、学生が達成感を味わいやすい構成になっています。
また、今回の両教科書はベータ版（試用版）となっており、2012 年度の正規
版発刊に向けて、編集委員会を設け、ご希望いただいた先生方に編集委員とし
てご参加いただいております。現在も編集委員を募集中ですので、ご興味を持
たれた先生方にはそのご説明もさせていただきます。
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朝日出版社 2011 年度新刊テキストより
メディア教材のご提案
山田 敏之
YAMADA Toshiyuki
ÉDITIONS ASAHI
yamada?asahipress.com
今年度の新刊教材の半分がメディア教材となっています。ですが、すべてが
そのメディア教材がないと進むことのできない教科書ではないため、様々なク
ラスに対応していただくことができます。

その三冊の教科書を紹介させていただきます。

まず、ひとつ目のテキストは総合教材『パリのクール・ジャパン』です。こ
ちらは CD 付教科書の他に会話などの映像を収録した DVD をご用意しまし
た。

二つ目は文法『DVD フランス文法』です。接続法までしっかりフランス語
を学ぶことのできるこの教科書には DVD を教科書本体に添付しました。例文
などの音声も mp3 形式ですべての例文を収録しています。

最後は総合教材『話してみようフランス語』です。こちらは学生のみなさま
に見ていただけるホームページをご用意しています。その中には会話の動画や
CD に入りきらなかった音声、またポッドキャストがあります。

今年度よりフランス語を紙面上だけでなく、立体的に目や耳で感じていただ
けるようなテキスト作りに力をいれましたので、上記の 3 冊を詳しくご紹介さ
せていただきます。
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「電子書籍」時代に出版社が取り組むこと
山田 仁
Hitoshi YAMADA
Surugadai-Shuppansh
jinyamada?e^surugadai.com
「電子書籍元年」と騒がれた昨年、駿河台出版社でも２冊の電子書籍をリリ
ースしたほか、携帯サイトをオープン、Podcast を利用した教材提供などを展
開してきた。
これは、ひとつには、問題意識としての「電子時代における出版社の役割」
についての試みであると考えていて、今後も新しいサイトの構想、ブログの活
用なども含め、さまざまな展開を予定している。
今回は、フランス語に関連する話題に限定せず、「電子書籍」とはなんなの
か、いわゆる「電子的手法」と私が呼んでいるものについて出版社がどう取り
組めるのかなど、やや専門的な話になるかもしれないが、具体的に話をしてい
きたいと思う。
もしリリースが間に合えば、語学のコンテンツに特化した駿河台フォーマッ
トによる電子書籍も紹介する。
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Hachette 2011 新刊デジタル教材 Agenda
根岸三千代
Michiyo NEGISHI
Hachette Japon
hachette-japon?doremifa.net

いまやフランスでの教材作りは、デジタル版なしには考えられない状況とな
っています。昨年の Alter Ego に引き続き、今年は新教材 Agenda が電子版
manuel numérique を伴って登場いたしました。（今年前半には、ベストセラー
教材 Le Nouveau Taxi! にも電子版が刊行の予定です。）
Agenda のテキスト自体は、Approche actionnelle（行動主義アプローチ）を
ベースとしています。このアプローチは CECR の基本理念がさまざまな形で
反映されているものですが、Agenda では、初心者にもこのアプローチに親し
めるよう配慮がなされています。
このアトリエでは前半は、Agenda について以下をご紹介いたします：
－生徒用テキスト（DVD-ROM 付）
－ワークブック（オーディオ CD 付）
－デジタル版
後半では、このアプローチの特色のひとつである tâche を、ご参加の皆さま
といっしょに実際にやってみたいと思います。

z Agenda につきましては、下記をご参照ください：
http://www.fle.hachette-livre.fr/pi/fiche.php?idArticle=370690
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Enseigner en tandem franco-japonais :
le cas d'un cours de préparation au Futsuken
BELOUAD Chris
Centre franco-japonais –
Alliance française d’Osaka
belouad.laboratoire?gmail.com

太治 和子
TAJI Kazuko
Centre franco-japonais –
Alliance française d’Osaka
tajik?jttk.zaq.ne.jp
大阪日仏センター＝アリアンス・フランセーズでは、準1級と2級の仏検準備ク
ラスを開講している。週１回、10回の講座で１期が終了し、日本人とフランス
人が交互に担当している。受講者は、まず第一に検定試験に合格することを望
んでいるが、フランス語の基礎力を見直しフランス語総合力のレベルアップも
同時に目指している。日本人教員が、過去問を中心として文法・語彙の授業を
行い、フランス人教員が書きとり・聞き取りの授業を行っているが、両教員が
協力して、仏検を少し離れ、フランス語レベルアップのための様々な試みも同
時に行っている。このアトリエでは、準1級クラスでの試みとして、作文授業
と、口頭発表の授業を紹介したい。作文は、日本人教員とフランス人教員が担
当することで、細かなニュアンスの説明が可能になる。また、日本人教員のク
ラスで時事問題のテキストを読み、それについて受講者全員が自分の意見をま
とめてきて、フランス人教員のクラスで発表、その後討論に入る。語彙の確認
と、様々な表現を学ぶ良い機会になっていると、受講者からも好評である。
Le Centre franco-japonais d'Osaka-Alliance Française propose des classes de
préparation aux niveaux 2 et 1 bis du DAPF (Futsuken), animées en alternance par
une enseignante japonaise et un enseignant français (1 cours hebdomadaire et 10
classes par trimestre pour chaque niveau). Les étudiants s'inscrivent évidemment pour
préparer l'examen, mais ils souhaitent aussi revoir leurs bases et améliorer leur niveau
global. Au-delà de la répartition basique (grammaire pour l'enseignante japonaise /
compréhension orale pour l'enseignant français), les deux enseignants collaborent
activement et ont expérimenté différentes activités pour améliorer les compétences
globales de leurs étudiants, en s'éloignant un peu du Futsuken. Dans cet atelier, nous
présenterons deux expériences menées dans ce sens, et qui ont été très appréciées des
étudiants : une activité d'expression écrite, et une activité de présentation orale /
débat. Nous expliquerons de quelle façon les deux enseignants collaborent et se
répartissent les tâches pour permettre à leurs étudiants de s'approprier de nouvelles
expressions et nuances de langues, aussi exploitables hors du cadre de l'examen.
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交流授業：ロシア語とドイツ語の場合
北岡 千夏
KITAOKA Chinatsu

西村 千惠子
NISHIMURA Chieko

平嶋 里珂
HIRASHIMA Rika

Université Kansai
china2?wj8.so-net.ne.jp

Université Kansai
ticofeld?hotmail.co.jp

Université Kansai
rika?kansai-u.ac.jp

授業の目標をみなさんはどこにおいておられるでしょうか。限られた時間数
の中で、初歩から始める言語の習得を目標とするのは難しいことです。初歩の
文法を一通り教えるだけでも時間が足りないという事実があるにも関わらず、
習得できないのでは学ぶ意味がないと言われてしまうのが現実です。しかしな
がら、大学でのいわゆる第 2 外国語の授業では、もっと多様な目標設定が可能
であるはずです。目標設定をそれぞれの学生に任せることも可能なのではない
かとさえ考えています。
中学・高校で長く学んできた英語は大学入試の課目であるがゆえに、学生た
ちはこれまで、外国語を学ぶことのおもしろさや異文化の習慣や思考方法との
出会いといった、本来、外国語を学ぶことから得られる気づきや学びをひとま
ず横に置いて、入試に必要な文法知識を詰め込み、読解力をつけ、和文英訳が
できるように、と技能としての語学力を上げることに邁進してきたことでしょ
う。そんな学生たちに、大学で初めて学ぶ外国語の授業を通して改めて外国語
学習のおもしろさに気づいて欲しい、異文化の習慣や思考方法に出会うことに
よって多くの新しい発見をして欲しい、そんな思いで日々の授業を展開してい
ます。そのような授業の中から、学生たちがそれぞれに自分の語学学習の目標
をもち、最終的に何を学んだかを確認するという授業の可能性を探っています。
こういった外国語学習に付随する貴重な学びの要素は、目に見える形で評価
できるものではありません。また、学生たちそれぞれに自分の目標を持たせた
場合、我々教師はどう評価していけばいいのでしょうか。このような貴重な学
びの要素を顕在化させるため、また、外国語の学習を通して学生たちが何を得
たのかを自ら確認してもらうために、本発表では、関西大学総合情報学部でロ
シア語とドイツ語を主選択で履修するクラスを対象として企画したコラボ授業
の実践を紹介します。
世界が大きく動いている今日、大学における語学教育のあり方を根本から考
え直し、第 2 外国語教育の意義を考え直す必要があると感じています。英語教
育では、技能を上げることが重視されるがゆえに、それを目標とした授業を展
開することが要求されます。しかしながら、第 2 外国語教育では、自由な目標
設定が可能であり、それゆえに、大学での外国語教育の本来のあり方を根本か
ら問い直してみる機会が我々教師に与えられているのではないのでしょうか。
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外国語習得における発音指導ノウハウのソフトウェア化:
プロトタイプを使った実験の報告
菊地 歌子
KIKUCHI Utako

島﨑 のぞみ
SHIMAZAKI Nozomi

Université Kansai
ukikuchi?zephyr.dti.ne.jp

Université Keio
nozomi127wish?hotmail.com

林 良子
HAYASHI Ryoko

境 一三
SAKAI Kazumi

Université Kobe
rhayashi?kobe-u.ac.jp

Université Keio
skazumi?hc.cc.keio.ac.jp

2010年の研究会では、母音練習ソフトのプロトタイプ制作と、その利用計画について
報告した。この練習ソフトは、現在、開発元のアルカディアのホームページ
（http://www.arcadia.co.jp/SP/index.html）から入手することができる。ダウンロード版では、
先行研究によって導き出されたフランス語の平均的な調音点を用いて、画面上に表示さ
れる母音の調音範囲を提示している。表示画面では、縦軸を第1フォルマント（F1）とし
て、横軸を第2フォルマント（F2）に設定し、F2のスケールを反転させている。反転させ
た理由としては、調音点にほぼ等しいとされる調音断面図に描かれる舌の山と、各母音
の位置関係を対応させることが挙げられる。ダウンロード版においては、先行研究に示
される調音点の平均値から一定の範囲で調音領域を設定していたが、新たに、より正確
な許容範囲の設定を目標として調査を進め、調音領域の見直しを行った。
本発表においては、フランス語母語話者計7名（男性4名、女性3名）の協力を得て、各
母音の先行研究による平均値とのずれの検証結果と、学習者の発音練習の指針となる新
たな調音領域設定を紹介する。
調査においては、1) 単語単位での3種類の母音を録音し、2) Acoustic Core 8を用いて母
音のF1およびF2周波数成分を分析し、3) 5msごとのflame length（計15ms）から、F1およ
びF2の平均周波数を話者別に抽出した上で、4) 母音および話者ごとにF1・F2の平均値を
プロットして検証を進め、5) 学習への導入第一段階の結果について報告する。本研究で
は、このような手順を踏むことで、より自然な調音を可能にする発音練習ソフトの開発
を目指している。また、類似の母音練習ソフト（ATR CALL Deutsch）を用いてドイツ語
に関する調査も行っていることから、本発表においてはその研究成果を援用し、聴覚情
報と視覚情報の視点からも考察する。加えて、アトリエでは、教師による発音指導とい
う観点をもとに開発されたこの発音指導ソフトを、どのような形で自律学習用の語学教
材として利用するかについても併せて検討する。
なお、本研究は、文部科学省私立大学学術研究高度化推進事業学術フロンティア事業
助成、慶應義塾大学外国語教育研究センター「行動中心複言語（AOP）プロジェクト」
の一環として行われている。
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PARLONS-EN
CHARNAY-KAWAI Georgette
RICO-YOKOYAMA Adriana
SOGA Yusuke
Les événements dramatiques qui touchent le Japon aujourd’hui seront
probablement au cœur de toutes nos discussions pendant ces rencontres
pédagogiques. Pourquoi ne pas nous réunir et en discuter tous ensemble, pour
panser nos plaies, trouver un peu de réconfort, essayer d’agir de manière
constructive et sans céder à la panique.
Nous recevons des informations de tous bords. Que faire? Comment répondre aux
sollicitations de nos amis, de nos familles, de France ou d'ailleurs?
Comment répondre aux multiples questions que nous nous posons?
Quelles actions peuvent apporter de l'aide à tous ceux qui sont dans la peine, la
douleur, le désarroi?
……..
Cet espace-discussion, hors-thème et hors toute institution, en français, n'apportera
pas de solution, mais en regroupant nos réflexions, peut-être nous aidera-t-il à y voir
plus clair et à mieux affronter la situation.
(Un deuxième espace-discussion aura lieu en japonais et en français le samedi matin)
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異文化理解と外国語教育
— 大学における教養主義教育はどこに行く？—
L’enseignement des langues étrangères et l’interculturel
内田樹 UCHIDA Tatsuru
Université Kobe Jogakuin
uchida?tatsuru.com

芦田宏直 ASHIDA Hironao
Université Tokai
hironao?ashida.info

西山教行 NISHIYAMA Noriyuki
Université de Kyoto
jnn?lapin.ic.h.kyoto-u.ac.jp

（司会）野崎次郎 NOZAKI Jiro
Université Kansai
jiro?ma1.seikyou.ne.jp

趣旨説明
司会 野崎次郎（関西大学、思想史、フランス社会論）
地球規模で人々の移動が激しくなり、多文化社会の深化が進んでいる今日の状況
下にあって、まさに異文化理解の基礎となるべき教養主義教育の主要な一端をにな
っていた外国語教育が、皮肉にも、大学において壊滅の危機に瀕している。
「役に立つ語学」「コミュニケーション力の育成」「キャリア教育」という「美し
い言葉」、さらには「人間基礎力の育成」などというきわめて曖昧模糊とした言葉
が、昨今、大学教育の主要な教育目標に掲げられるにいたって、「大学はどこに行
く？」という問いが、現在、
「大学は出たけれど…」という台詞以上に切実な事柄
となっているといえるだろう。
文科省の大綱化（1991）以降、徐々に進んでいた大学教育の自滅は、まず大綱化
を各大学が独自に特色を出すべきであるというメーセージとして理解せずに、科目
の選択を「学生の自主性」にゆだね、卒業時を見据えたカリキュラム作成、シラバ
ス作成を大学みずからの責任において行うことを放棄した結果、起きたと考えられ
る。言語政策を持たないことによる優柔不断さは、肯定されるべきなのだろうか？
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言語観の問題として考えてみよう。言語を「コミュニケーションツール」として
とらえることは、言語の一面を語っているにすぎない。言語の「表現性」を見ずに、
言語をそのように狭隘化することは、言語の多面性に敏感であるべき語学教師がま
ず第一に避けるべき事柄であろう。
「異文化の理解」は「アングロ・サクソンの多文化主義」的な考え方によれば、
今や「世界共通語」となっている英語（国際英語）で十分であるということになる。
他方「フランスの普遍主義」的な考え方によれば、あるいはヨーロッパの「複文化・
複言語主義」的な考え方によれば、「対象文化」の理解には「対象言語」の習得が
不可欠ということになる。「言語と文化は一体か？」という古くて新しい問題がこ
こでも再提起されているといえる。
大学における（さらには高校における）語学教師は、どのような言語観、言語教
育政策論などをもって（あるいはむしろ特定のものを持たない方がいいのか）
、壊
滅の危機に瀕している外国語教育の再興を目指していけばよいのか。
言語政策・フランス語教育専門の西山教行先生（京都大学）、FD・哲学専門の芦
田宏直先生（東海大学）、現代思想・武道専門の内田樹先生（神戸女学院大学）の
ご意見を聞きながら、論議を深めていきたい。

1) フランス語教育は「文化」をどのように語るか
（西山教行、京都大学、言語政策、フランス語教育）
フランス語教師は，なぜ文化を語るのだろうか，そしてどのように語るのだろう
か。言語教育の実践に当たって文化を語ることは必須条件ではなく，文化を語らな
い言語教育も存在してきたし，またそのような教育は現在でも存続する。
では，なぜ外国語教育が文化に関する言説を伴うのだろうか。フランス語の場合，
それはとりわけフランス語教育の歴史と不可分の関係にある。フランスでは19世紀
以降，｢文明｣civilisationの名称により一国の生活様式や社会制度に関する知識が語
られており，｢フランス文明｣は植民地主義の文脈において非西洋世界の到達すべき
目標として提示され，｢文明化｣とはフランス人が植民地人に対して行うべき使命と
して語られてきた。
言語と文化の関係を整理すると，およそ次のような3種類に分類できるだろう。
第一に目標言語を学ぶことなく，あくまでも母語により目標文化を学ぶこと。第二
に目標言語を学びながらも，目標言語ではなく母語を通じてその目標文化を学ぶこ
と。第三に目標言語を学びながら，母語ではなく，目標言語により文化を学ぶこと
が挙げられる。
この類型化を日本に即して考えると，第一のパターンの場合，日本語を通じて外
国文化に接することとなり，日本人の見た外国文化，あるいは日本語によって置換
され，理解された限りでの外国文化が対象となる。このように理解された文化は，
その文化の中で生まれ育ったネイティブ話者が抱く文化とはかならずしも同一で
はない。
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第二のパターンは，言語学習という変数を伴っていることから，目標言語による
コミュニケーションを行うに際しての社会文化能力の一部ともなる。とはいえ，そ
の文化はあくまでも母語で語られたものである以上，母語や出身文化のバイアス，
場合によっては先入観や偏見を逃れるものではない。
第三のパターンは，目標言語によって目標文化を語ることであり，言語学習に引
き寄せて考えるならば，目標言語文化の国で目標言語を学ぶケースがそれに当たる。
『文化』を語るとは，この三つのパターンのいずれかに正統性があるのかを判断
し，優劣を下すことではない。「われわれが社会的現実と見なしているものは，か
なりの程度まで，この語のあらゆる意味におけるreprésentationであるか，さもなけ
ればreprésentationの産物です。」（『構造と実践』）とブルデューの語るように，
文化とは優れた意味で『表象』である。
当日の報告では，この表象としての『文化』をフランス語教育において語ること
の意義をも考えたい。

2)ブレークスルー体験と外国語習得
（内田樹、神戸女学院大学、現代思想、武道論）
外国語を学ぶことは母語を習得するときのブレークスルーをもう少し小さな規
模で追体験することだと僕は思っています。母語を習得するとき、僕たちはその言
語について何も知らず（というか「言語」という概念さえ持たないまま）
、空気の
波動を記号的に分節し、光の波動を文字として把握します。ゼロからの世界像形成。
それが言語習得ということのほとんど奇跡的な意味だと思います。
しかし、今、日本では、外国語習得はもっぱらすでに母語的に分節された世界を
単に富裕化するために、水平方向に拡大するために「有用」であるという言葉づか
いでしか動機づけられません。ＴＯＥＩＣのスコアが何点になると、どれだけ「い
いこと」があるかというような功利的な動機づけで外国語を習得することは、僕が
考えている「ブレークスルー」体験と隔たること遠いものです。もちろん「いいこ
と」はたくさんあるでしょう。でも、それは外国語を習得することのもたらす最大
の喜びとは違うような気がします。
２０代の僕にとって、フランス語を学習することの目的は端的に、「日本語話者
のうちには、そのようなロジックで、そのような概念を用いて思考している人がい
ない」の書き物を理解するためでした。それはいわば自分自身の思考枠組みそのも
のを「かっこに入れる」ことを必要とします。やり方がわからないので（嬰児のと
きに日本語を習得したやり方をちゃんとマニュアル化しておけばよかったのです
が・・・）
、ずいぶん苦労しました。けれども、その苦労の甲斐はあったと思いま
す。今でも僕は実用フランス語においてはまるで素人の域を出ませんが、フランス
語のテクストを熟読することで「自分の思考枠組みを変えた」ということについて
は深い確信があります。でも、その成果は数値的に「これだけ変わりました」と証
示することはできません。そもそもそんな変化に用事があるのは僕ひとりですし。
だから実は僕は「異文化理解」という言い方にはいささか抵抗があるのです。外
国語の習得のもたらす最良の知的達成は「自国の文化を異文化として理解する」こ
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とではないかと思っているからです。
3) ここ 20 年の教養教育の変遷について―ハイパーメリトクラシー教育とキャリ
ア教育の諸問題
（芦田宏直、東海大学、FD、哲学）
1991 年の「大綱化」運動は、相対的に教養教育の縮小を招いた。この動きは 80
年の学習指導要領にはじまる「ゆとりカリキュラム」、1987 年の中曽根臨教審「多
様性」教育・
「個性」教育答申に起源を有している。また 2006 年安倍内閣の教育基
本法改正による学校教育への「職業」教育＝〈キャリア教育〉の導入によっても教
養教育は縮小を余儀なくされている。
87 年の中曽根臨教審によれば、偏差値による進路も含めた生徒指導は、暗記教
育、画一化教育と貶められる。そして「学力」評価には、各科目評価の最初に「関
心・意欲・態度」が指標化されることになる。高校・大学への進路指導は、したが
って、①学校選択の指導から生き方の指導への転換 ②進学可能な学校の選択から
進学したい学校の選択への指導の転換 ③100％の合格可能性に基づく指導から生
徒の意欲や努力を重視する指導への転換 ④教師の選択決定から生徒の選択決定
への指導の転換へと変質する（法政大学・児美川孝一郎）。
この段階で、学習は、パーソナリティーとしての自己表現（＝個性）の対象でし
かなくなった。マスプロダクト型、生産優位の産業社会が消費型への傾斜を強める
中、蓄積型、体系型の学校教育が敬遠されつつある。商品の多様性や特色化が、パ
ーソナリティの特性のように変貌したのが、80 年代後半の中曽根臨教審の動き。
「自主性（意欲）」、「個性」、「関心」、「態度」、「コミュニケーション能力」など、
いわゆるハイパーメリトクラシーのテーマ群が教育現場に浸透し始める。
中等教育のみならず、2003 年以降始まる「大学 GP」のテーマ群でもそうだ。こ
の、〈目標〉も〈評価〉も曖昧な教育テーマは、なぜか被評価を嫌う教育現場の「先
生たち」にも親和性があった。偏差値から解放されたのは生徒たちばかりではなか
ったのある。この 20 年前の転換が昨今の「キャリア教育」に結びついて、いまで
は学生すべてが名刺を持ってキャンパスを脱出。すべての学生がプレゼン主義の営
業マンになり始めている。
ハイパーメリトクラシーに関わるパーソナリティの問題を扱うには、〈学校教
育〉と〈家族〉との関係を扱う必要がある。フィッシュキンは、「家族の自律性」
（親の子供への教育権）は教育の機会均等、およびメリトクラシーと対立すると言
っている。
「教育の機会均等」や「メリトクラシー」を重視すれば子供は「社会の
子供」（民主党）となる。フィッシュキンの言う「家族の自律性」は東京の「名門」
私立小学校・中学校に反映している。これはいわば階層再生産としての家族性のこ
と。
「名門」私立はその意味で反社会的な（反「ソーシャル」な）存在だ。したがっ
て、子供の〈意欲〉や〈個性〉を前提にすると、学校教育は限りなく階層格差（偏
差値の連続性を解体した階層格差）を再生産する場処でしかなくなる。意欲や個性
（＝パーソナリティ）は家族や地域の環境を反映したものに過ぎない。苅谷剛彦の
言う「インセンティブディバイド」や本田由紀の「ダブルトラック」現象は、その
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事態を指摘している。
学校教育における「ジェネラルエデュケーション」（国語・算数・理科・社会）
は、まずそういった家族主義的な階層主義から離脱している必要がある―学校の、
家族からの自由は階層流動性の近代的な根拠―にもかかわらず、意欲・個性教育は
〈学校〉内への家族主義の侵入を許しつつある。
もう一つの学校への侵入は、「即戦力」論や職業的な接続を意識した「キャリア
教育」などの〈社会〉論的な侵入。
しかし、社会「ニーズ」などはその時々の要求に過ぎないし、企業内部であって
も人事部の人材像と事業部の人材像は異なっている。今となっては 10 年先の人材
像さえも読めない。ミスマッチ以前に、
「実践的な」人材像ほど当てにならないも
のはない。そもそも新卒「即戦力」論は職場のレベルが低い職場に過ぎない。
学校教育は、20 年を超える次世代の人材育成に関わっているのだから、短期的
な社会侵入をゆるしてはいけない。教養教育（「ジェネラルエデュケーション」「リ
ベラルアーツ」）の学校教育体系は、〈あれこれの〉社会を超える“無用な”体系で
あるからこそ次世代形成（社会的な革新）の原動力になっている。
〈家族〉からの階層ノイズ、〈社会〉からの「ニーズ」ノイズ。この二つのノイ
ズから守られるものこそ無用の〈教養〉であって、この〈教養〉こそが若者たちの
可能性や自由を拡大する原理。
学校に〈校門〉と〈塀〉によって守られた遊動的な〈キャンパス〉が存在するの
は、そういった〈教養〉の空間である。それは〈家族〉と〈社会〉からの隙間（Lichtung）
として存在している。
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Espace discussion
（司会）山川 清太郎
YAMAKAWA Seitaro
bpr5000?saturn.dti.ne.jp
Les événements dramatiques qui touchent le Japon aujourd’hui seront
probablement au cœur de toutes nos discussions pendant ces rencontres
pédagogiques. Pourquoi ne pas nous réunir et en discuter tous ensemble, pour
panser nos plaies, trouver un peu de réconfort, essayer d’agir de manière
constructive et sans céder à la panique.
東北関東大震災におきまして，被害にあわれた皆様に心よりお見舞い申し上
げるとともに，犠牲になられた方々とご遺族の皆様に対し，深くお悔やみを申
し上げます．被災地の皆様の安全と一日も早い復興をお祈り申し上げます．
関西地方は1995年の阪神大震災にて，多大な被害を受けました．ランコント
ルも運営メンバーの1名を失いました．そこで今回，このような大災害に際し
て，関西フランス語教育研究会では"Espace discussion"の時間を設けることに
なりました．
参加者の皆様の中には，今回の災害を目の当たりにして，「私たちに何がで
きるのか？」と思われた方も多いかと思います．この "Espace discussion" の
時間を通じて，「各校の状況や支援活動への取り組み，教員・出版社・学生な
どそれぞれの立場でどんなことができるか，いま何を考えるべきなのか」を
各々がマイクをとって自由に話し合う時間にしたいと思います．
「三人寄れば文殊の知恵」という言葉があります．また「1本の矢では簡単
に折れるが，3本纏めると容易に折れないので，3人共々結束すること」という
「三本の矢」という話があります．多くのフランス語教員が集まり意見を交わ
すことで，教室内外での新たな役割を見いだせるかもしれません．多くの参加
者をお待ちしております．
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GRAMMAIRE AVEC YOTSUBA !
-- utilisation de la version française du manga -KASUYA Yuichi
Université de Kanazawa
kasuya?kenroku.kanazawa-u.ac.jp
Atelier bilingue.
日仏両語によるアトリエです。
マンガやBDをなんらかの形で授業に活用されている方の参加と知恵の出し
合いを期待いたします。
日常生活の自然なシチュエーションのなかで筋が展開されるマンガは、フラ
ンス語教育のために非常に有益な使い方ができます。とくに日本語原典をフラ
ンス語に訳したものは活用価値が高いように思われます。
「まったり系」マンガの傑作、あずまきよひこの『よつばと！』と同作者の
前作『あずまんが大王』はその典型例と言えるでしょう。
本アトリエでは、金沢大学で３年前に発足した国際学類の２年生以上の「読
み・書き」のクラスでの実践をみなさんと追体験してみます。そしてさらにこ
れをある程度の「完結性」をもった文法確認の授業にしたてる試みをご提案し
ます。
案外、言語学的にも面白いものができるような気がしています。
みなさまのご意見、ご批判をたまわれましたら幸いです。
Sont bienvenus les enseignants utilisant d'une manière ou d'une autre le manga ou la
BD dans leurs classes.
Yotsuba est un manga du genre « mattari », qui se veut un reflet de la vie quotidienne
japonaise dans une ambiance plutôt euphorique, où aucun incident grave n’arrive.
La conversation y est naturelle, ce qui en fait un très bon matériel pédagogique.
Dans cet atelier on fera la comparaison des phrases de la version originale japonaise
et de sa traduction française. Quelquefois l’écart que présentent les deux textes est
d’un grand intérêt, autant didactique que linguistique. A la fin on pourra proposer une
sorte de révision grammaticale.
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若手教員の悩み相談室
伊川 徹
IKAWA Toru
Université d'Ashiya
ikawa?ashiya-u.ac.jp

橋本 まや香
HASHIMOTO Mayaka
Université Kobé Jogakuin
mayakah?hotmail.com

前田 美樹
MAEDA Miki
Lycée Konan-Joshi
mikimaeda.2005?forest.ocn.ne.jp
標記のアトリエを今年度は、若手には違いありませんが、既に少々ご経験を積
まれた橋本さんと前田さんにご担当頂きます。司会を教歴４０年の超古手教員伊
川が仰せつかりました。「司会と言っても歯科医ではありません。尤も、最近は
視野狭窄で視界が悪くなっておりますぅ・・・ってなことを言うあの人の司会で
すかあ！ああ、取柄（アトリエ）がないかもぉ」って、あなた、ビョーキが伝染
してますよ！
冗談はさておき、昨今では、学部にも大学院にも当たり前のことながら教授法
の授業科目が設置されており、不肖の如く、英語の教授法を学び、英語の教育実
習をこなして、中学・高校外国語（フランス語）の教員免許状を取得したなんて
話には仰天されるかも知れません。おまけに、当時、研究対象を教授法に定めよ
うものなら、「文学・語学研究ができないから、逃避しているのだ！」と頭皮の
目立つ恩師に叱られる始末でした。ともかく見よう見まねで教壇に立って、学生
諸君が浴びせる凶弾に倒れるしかなかったのです。今思うと隔世の感が致しま
す。
それでは、教授法を学べば安全に教壇に立てるのでしょうか？これももう少し
前の学生諸君が相手なら通用したのですが、最近の如く学生気質が激変しては最
早役に立ちません。教科書を買わない（で、級友の持っているテクストをその都
度コピーして持参する）、仏和辞典は絶対に買わない、和仏辞典など金輪際買わ
ない、だから予習・復習はできなくて、授業中は暇だから、「先生！トイレ！」
と挙手すると、「行っといれ！」と言われ、携帯を握り締め、１０分間程休憩
に・・・という不埒な学生諸君が大半を占め、定期試験を実施すると平均点が６
０点台なのに６０点台の答案が１枚もない現状で、何をどう教えると、どこまで
フランス語が上達するのか皆目見当もつきません。悩めるあなた、是非「相談室」
へお運びください。
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フランス語圏教授法スタージュについて ―BELC、
CLA、CAVILAM、およびケベック
明石 伸子
AKASHI Nobuko
Université Waseda
amakashi?mxv.mesh.ne.jp
フランス語教育の現場では、外国語学習の指導者として、しっかりとした教
授法を身につける必要性が、ますます意識され始めている。日本国内において
は、フランス語教育学会、フランス語フランス文学会、フランス大使館によっ
て、毎年３月にフランス語教育国内スタージュが実施されている。その応募者
は増加傾向にあり、またスタージュを経験後の採用状況も好ましい結果が生ま
れている。この研修の参加者から選抜された数名は、同年の夏に行われるフラ
ンス研修へ派遣される。過去の派遣先としては、たとえば BELC（ナント）、
CLA（ブサンソン）、CAVILUM（ヴィシー）等がよく知られている。
ところで、これらの教授法スタージュというのは、必ずしも派遣スタジエー
ルでなければ参加できないというものではない。時間と費用が許せば、個人で
も参加は可能である。実際に、派遣スタジエールとして最初の研修を受け、そ
の貴重な体験をさらに積み重ねたいと、新たなスタージュへ自主的に参加する
熱心な教員も現れ始めている。しかし、これらの研修の具体的な情報を、わか
りやすく得られるような機会はあまりない。
このアトリエでは、うえにあげた 3 つの教育機関のほか、同じく国内スタ
ージュから１名の選抜者があり、フランス以外で受けられるフランス語教授法
研修として注目すべきケベック・スタージュ（モントリオール大学）について、
それぞれのプログラム、費用、実施期間など比べながら、その特徴を明らかに
して行きたい。スタージュの関係者や参加者のビデオも見ながら、生き生きと
した情報に触れる機会を設け、参加を検討するための資料を配布し、より多く
の日本人教員がこうしたフランス語圏スタージュに参加し、豊かな教授法の知
識を身につけるために役立てれば幸いである。
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フランス語教育とインターネット―再考
Repenser Internet en classe de FLE
小松 祐子
KOMATSU Sachiko
Université de Tsukuba
komatsu.sachiko.gt?u.tsukuba.ac.jp
９０年代後半から急速な普及を遂げたインターネットは、フランス語教育の
場でもその活用がさまざまに検討され、先進的取組みの報告が次々に行われ
た。が、近年ではそのような例も減りすでに安定運用の時代に入ったように感
じられる。今やすっかり身近な存在となったインターネットは、フランス語教
育の世界ではどの程度活用されているだろうか。そしてインターネットによっ
てフランス語教育は変わったのだろうか。
今回のアトリエではフランス語教育におけるインターネット活用の歴史を
簡単に振り返り、その意義を考えてみたい。インターネットが教授法に与えた
インパクトはいかなるものだっただろうか。かつてテープレコーダーやＡＶ機
器がもたらした教授法の革新に匹敵するような変化は見られただろうか。皮肉
なことに、インターネットという新技術を用いながら、教授法的には前近代的
な教育が行われているということはないだろうか。
インターネットを活用している皆さんとの議論を通じて、インターネットが
フランス語教育に与える可能性と限界を再確認できればと思う。また役に立つ
インターネットサイトやリソース、活用法についての具体的な情報交換の場と
もしたい。
Internet est devenu un outil habituel pour l’enseignement du FLE mais en
profitons-nous vraiment ? A-t-il réellement modifié nos pratiques d'enseignement,
surtout en ce qui concerne l’approche adoptée ? Pour tenter de répondre à ces
questions, nous essayerons de tracer un bref aperçu historique de l’utilisation
d’Internet pour la classe de FLE et de revenir sur les possibilités qu’il offre et sur ses
limites. Nous souhaiterions également que ce soit l’occasion de partager des
informations sur des ressources Internet et des expériences de classe. L’atelier se
déroulera en japonais.
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現代フランス社会をどう教えるか
Comment présenter la société française moderne
aux Japonais non francophones ?

野崎次郎
NOZAKI Jiro
Université Kansai
jiro?ma1.seikyou.ne.jp
「関西フランス語教育研究会（ランコントル）」ではフランス語を「教える」
ときの「テクニック」とはいわないまでも「教授法」に主題が集中しがちであ
る。しかし重要なことは、「言語と文化は一体である」といいながらも、大学
においては、言語だけを教える、あるいは文化だけを教えるということが、ば
らばらに進行しているという現実があるということである。この乖離に無自覚
なまま「フランス語教育」を行うことは、教師にとって何か非常に重要な事柄
を見落としていることになるのではないか？
フランス語を未履修の学生に「フランスの文化」を教えるという課題は、ど
のような矛盾であるかはさておいても、日本の現在の大学における現実的な矛
盾的要請である。
本アトリエにおいては、神戸女学院大学の講義科目「比較文化特殊研究」に
おける実際の経験（登録学生が足りないために閉講という憂き目を克服し、毎
年３０名前後の学生に登録してもらえるようになった！）を披瀝しながら、こ
ちらの「主張」（教師側、あるいは大学の行政からの「主張」）と学生の「ニ
ーズ」（社会の要請に素直に影響されたままの「ニーズ」）との折り合いをど
のようにつけていくべきなのだろうかという問題をめぐって、さらにいえば、
「折り合い」をつけることの必要性はどのようなかぎりにおいてであるのかと
いう問題をめぐって、参加者とともに検討してみたい。
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Certifications françaises au Japon:
le TCF un autre moyen d'évaluer ses compétences en
français
VERGAIN Laurent
Je parlerai rapidement de la différence entre DELF et TCF ainsi que le nouveau
projet d'inscription collective au DELF dans les lycées et universités.
J'essayerai ensuite de décrire rapidement le fonctionnement du TCF
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大学1年生向け文法授業体験と意見交換
Le cours de grammaire en première année
d’université : expérience pratique
三木 賀雄
MIKI Yoshio
Université de Kobé
ymiki?kobe-u.ac.jp

VANNIEU Bruno
Université de Kobe
brunovannieu?gmail.com

SERVERIN Simon
Université Ritsumeikan
simonserverin?mac.com
従来の文法の授業は主としてテキストの理解を目的に行われてきました。その
ような伝統的な文法の授業を、文法の要点を確実に網羅しながら同時に学生個々
の表現能力も育成するという授業へ変えていくには、いったいどのようにすれば
よいのでしょうか。これがこのアトリエのテーマです。
最初の 45 分間では、現在制作中の文法の教科書を使って、10 名程度の自主参
加の学生に対して実際に文法の授業を行いますので、参加者の皆様にはその様子
を参観していただきます。次の 45 分間では、授業で用いた文法教材と教授法に
ついての討論を行います。
Les cours de grammaire sont traditionnellement tournés vers la compréhension de
textes écrits. Comment les orienter vers l’expression personnelle tout en couvrant de
manière solide les grands points de la grammaire du français ?
Nous avons choisi pour cet atelier un format original: les participants observeront
pendant environ 45 minutes une classe de grammaire conduite en temps réel avec une
dizaine d’étudiants volontaires.
Nous passerons les 45 minutes suivantes à discuter de la méthodologie
d’enseignement et du matériel pédagogique utilisé, en cours de développement.
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1・2 年生を対象とした多言語プレゼンテーション/
暗唱コンテスト：コンテストと個人学習を促す授業
との緩やかな連携の紹介
Concours de présentation et de récitation en diverses langues pour
les étudiants de 1ème et 2ème année : présentation du concours et de sa
relation sommaire avec le cours invitant au travail personnel

田中 陽子
TANAKA Yoko
Université de Kyûshû
tanakay?flc.kyushu-u.ac.jp
九州大学言語文化研究院では 2009 年度から学内の｢教育の質向上支援プロ
グラム｣に採択された 1−2 年生対象の多言語プレゼンテーション・コンテスト
を開催している。発表言語は英語、韓国語、中国語、ドイツ語、フランス語、
スペイン語、ロシア語、日本語（留学生）である。2010 年度からは英語と日
本語以外の言語については、暗唱コンテストも同時に行っている。
プレゼンテーション・コンテストは学生自らで情報収集し、考察の結果を纏
めて、パワーポイント等のプレゼンテーションソフトを使って学習した言語で
プレゼンを行うという能動的学習によって、学生がクリティカルシンキングを
深め、かつ言語学習意欲を向上させ、コミュニケーション能力を高めることを
目的としている。暗誦コンテストは、大学ではじめて学習する言語であるにも
かかわらず、学習する時間が極めて限られている一般教育の授業の枠では、学
習対象とするにはレベルの高いまとまりあるテキストに、その意志のある学生
が取組み、自らの理解を音声に込めて発表するという自律学習を通して、言語
力の飛躍と対象テキストとの深い出会いの経験を体験することでコミュニケ
ーション能力を高めることを目的としている。このコンテストに直接関わって
いる教員でプレゼンテーションを行う学生用には各言語のマニュアルを作成
し手渡したが、近々誰でもアクセスできるように Web で公開予定である。
このプレゼンテーションコンテストの紹介を行うとともに、フランス語の授
業で田中が行った暗誦コンテストとの緩やかな連携について も紹介したい。
英語以外の外国語教育が後退する状況にあって、小規模ではあるがこのような
多言語コンテストが何人かの学生の潜在的意欲を引き出し､自律学習へと向か
わせると同時に、それ以外の学生に対しても、授業との緩やかな連携を通して
刺激をあたえるのではないかと考えている。その方法についてアイデア交換も
できればと考えている。
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学生・教師間の相互コミュニケーション
活性化への取り組み
Un essai pour favoriser la communication interactive
entre les étudiants et les enseignants.
石丸 久美子
ISHIMARU Kumiko
Université des études étrangères de Kyoto
k_ishimaru?kufs.ac.jp
皆さんは学生一人ひとりをより良く把握し、コミュニケーションをとるため
にどのような努力をしているでしょうか。特に、大人数クラスの場合には学生
と教師との個人的なコミュニケーションは非常に限られてきます。そのような
場合、どう対処すればよいでしょうか。
まず一つ目として、授業運営とは、学生と教師とのコミュニケーションの場
であり、学生側の情報、意見、態度などを教師がしっかりと把握し、それにフ
ィードバックしていくという相互コミュニケーションを図ることが重要であ
り、それを基盤にしてこそ本来の学習効果が得られると思われます。
二つ目として、外国語学習では、学生自身の自己分析・把握が目標を達成す
るためには不可欠であり、その自発的動機づけ、自律性を教師が支えて行かな
ければいけません。
アトリエ前半部では、この二点の考えを基に、他の研究者の先行例を取り上
げながら、発表者が授業で使用している「今日のひとこと出欠表」（ミニッツ・
ペーパー）、そして「中間、期末試験ミニアンケート」の試みをご紹介し、そ
の有用性とともに、そこに考察できる学生の姿、コミュニケーションについて
言及したいと思います。
後半では、アトリエ参加者と意見、アイデア交換、議論を行いたいと考えて
います。授業で同様の取り組みをなさっている参加者の方は、それらをご持参
頂ければ幸いです。
Mots-clés : fiche de présence, mini-enquêtes, communication interactive
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大学1年生向けコミュニケーション授業
体験と意見交換
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大学 1 年生のコミュニケーションの授業は、ネイティブ教員が担当することも
ありますが、日本人教員が受け持つことも多くあります。どちらの教員でも、学
生に授業で自己表現を促すにはいったいどのようにすればよいでしょうか。これ
がこのアトリエのテーマです。
最初の 45 分間は、現在制作中のコミュニケーションの教科書を使って、10 名
程度の自主参加の学生に対して実際にコミュニケーションの授業を行いますの
で、参加者の皆様にはその様子を参観していただきます。次の 45 分間で、授業
で用いた教材と教授法についての討論をおこないます。
Le cours de communication de première année est assuré parfois par des enseignants
"natifs", mais le plus souvent par des enseignants japonais. Quelle méthodologie
permettra à ces deux profils d'enseignants de permettre aux étudiants de s'exprimer en
classe?
Nous avons choisi pour cet atelier un format original: les participants observeront
pendant environ 45 minutes une classe de grammaire conduite en temps réel avec une
dizaine d’étudiants volontaires.
Nous passerons les 45 minutes suivantes à discuter de la méthodologie
d’enseignement et du matériel pédagogique utilisé, en cours de développement.
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