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はじめに 

高等学校および大学等における語学教育では、情報機器環境の充実やスマートデバイスの普

及により、ICTを活用した授業形態への関心が高まっている。この現状に応え、フランス語教

育における学習環境の整備と充実を図る目的から教科書『なびふらんせ』（2013年4月）を発刊

し、本教科書と併用して学べるデジタル教材「Web〈なびふらんせ〉」も公開した1。その後、

本教科書・教材は、学習内容をフランス語文法の入門から基礎完成にまで拡大し、『なびふら

んせ１』と「Web〈なびふらんせ-1〉」として再提供に至った2。語学教材は、主に語学教育に

携わる教員のみで制作したものが多い。現在の情報機器環境を反映して多様な学習方法の展開

を可能にする教材開発では、教育工学分野からの参入が不可欠である。また、教科書の出版・

サポートを担当の出版社も含めた協力体制の構築が肝要といえる。教材のあり方は、これから

のフランス語教育の可能性と大いに関わる。本稿では、「語学教育と教育工学と出版社」の共

                                                 
1 本研究会第 28 回で研究発表 2 件を実施：「教科書連動型デジタル教材に搭載の e ポートフォリオを取り入れた評価の試

み」, 有富智世・喜久川功, 関西フランス語教育研究会「RENCONTRES 28」, pp. 5-9, 2014. 「初修フランス語教育における

共通教材を用いた 3 つの授業実践」, 有富智世・西岡安奈・前田美樹, 関西フランス語教育研究会「RENCONTRES 28」, pp. 

30-34, 2014.  
2・『なびふらんせ 1』，有富智世・喜久川功・黒田恵梨子・田母神須美子・服部悦子, 株式会社朝日出版社, 2016. 1. 15.  

※今後に出版予定の『なびふらんせ 2』との分冊化を含めた改訂理由：これまでの研究開発と実践からの検証で教材の有効

性が確認できたため, フランス語文法の基礎完成までを学習範囲に定めた. 『なびふらんせ 1』の学習内容は概ね実用フラ

ンス語技能検定試験 5 級レベルに対応とし, 『なびふらんせ 2』は同検定試験 3 級レベルに相当する内容とした. また, 高

等学校ならびに大学等での様々な学習時間および学期等による学習の区切りに配慮して二分冊形態とした. 

・「Web〈なびふらんせ-1〉」（フランス語学習支援デジタル教材）, 有富智世・喜久川功, （ http://navifr.fj.tokoha-u.ac.jp/ ）
,  

2012－現在に至る.（フリーで提供・PC 並びにスマートフォン対応） 

〔科学研究費基盤（C）〔課題研究番号 26370678〕の助成を受けた〕 

※教科書『なびふらんせ 1』とデジタル教材は, 紙媒体・PC・スマートデバイス等の各特性を活かして制作した. 教員およ

び学習者の目的やニーズに応じた柔軟な使い方ができ, 状況に応じた多様な学習方法の選択が可能となるよう設計した. 
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同制作で実現化した語学教材について、今後の教材開発の一助となるよう実例を呈する。 

1. 語学教育からの提案と教材開発 

語学教育を担当の教員は、授業実践の経験から授業内外での運用も想定した具体的な教材の

提案を行える。教育工学分野の協力を得て授業で使用の教科書と併用できるデジタル教材の制

作が可能となれば、多様な学習活動の展開（授業改善）に繋がる教材を具体化する道が開ける。 

本稿で扱う教科書とデジタル教材の共同開発では、まずフランス語教育の視点から教材の構

想案を教育工学分野の協力者ならびに出版社（編集者）へ明確に伝え、その上で、デジタル教

材開発のイメージを共に探りつつ制作を進めた。（以下に、教材の構想案を示す） 

 

◎ 教科書『なびふらんせ１』 

・学習範囲は実用フランス語技能検定試験 5 級レベルに複合過去の文法事項を含めた内容 

・全 12 課（各課 4 頁構成：「文化」・「語彙と表現」・「文法」・「練習問題」） 

・「文化」頁には学習活動に繋げられるよう可能な限り現地の写真や資料等を豊富に掲載 

・学習者が自主学習に取り組み易いよう教科書とデジタル教材の繋がりを明示（「学習ナビ」の掲載） 

・教授用資料：教科書とデジタル教材を併用した効果的な学習の進め方に関する解説と参考例を掲載 

 

◎ デジタル教材「Web〈なびふらんせ-1〉」 

・様々な環境で自主学習が円滑に行えるよう PC ならびにスマートデバイスからも対応可能 

・教科書と同様の学習課（12 課）を設定 / 各課に「学習コンテンツ（7 種）」を設定 

－7 種：「文法」「文法練習問題」「語彙と表現」「動詞活用」「動詞活用練習」「写真と動画」「資料」 

－文法事項の解説、語彙・表現・動詞活用の学習、練習問題の追加等、授業時導入を想定で作成 

－「写真と動画」：場面設定から会話作文・会話練習等を効果的に行えるよう提示 

－豊富な現地資料をベースに学べるよう教科書掲載内容に関連の情報（文化事項の解説・現地写真と動

画・様々な地図・パンフレット・街で見かける掲示等）の追加・更新に対応 

・反転授業を視野に入れた設計 

・デジタル教材の各課に「テスト」、3 課終了毎に文法理解度を確認できる「総合問題」を設置 

・e ポートフォリオの搭載：各課の「テスト」結果に連動して学習記録が自動的に蓄積される仕組み 

－学習過程と習得度を学習者自身が省察しつつ学習を継続するシステムの構築（成績評価にも利用可） 

・受講者の学習状況の把握とクラスへのフィードバックが可能な機能の開発 

・『なびふらんせ 1』以外のフランス語教科書と併用可能なデジタル教材3（フリーで公開） 

 

以上のように、語学の教員より教材のイメージをまず明確に示し、相互理解と共通認識を図

りつつ制作を進めたことが、共同開発を行う上での指針となった。 

 

2. 語学教育と教育工学による共同開発と意義 

デジタル教材の制作では、「インストラクショナルデ

ザイン（ID）」における「理論と実践のサイクル」を基

本とした4（右図を参照）。「理論」に基づき「教材（開

発）」・「（教育）実践」を具体化するには、「教材・実践」

に関する経験と知識が要る。また、「教材・実践」を経

て「理論」へフィードバックするには、実際に「実践」

                                                 
3 本研究会第 30回研究発表にて, 服部より『なびふらんせ 1』以外の教科書とデジタル教材の併用に関する授業実践（於 武

庫川女子大学）の報告を行った：（報告内容）『シェリーとフランス語』, 服部悦子・伊藤淑子・近藤由佳, 三修社, 2014

を教科書に指定の授業におけるデジタル教材導入の検証. 授業時にデジタル教材の学習コンテンツを用いて理解の定着を促

せた. また, 文化紹介資料を会話作文・練習に使用し, 各課テスト・総合問題は課題として活用した. 課題結果と eポート

フォリオを評価にも利用し, デジタル教材の汎用性を確認できた. 
4『インストラクショナルデザインとテクノロジ』, 鈴木克明・合田美子 監訳, 北大路書房, 2013. 
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の必要が生じる。 

「Web〈なびふらんせ-1〉」の開発では、フランス語教育の視点から教育実践に向けた具体的

な提案を行い、教育工学の視点で「理論」から「教材・実践」へと検討を進め、授業実践での

検証を繰り返した。 

教材の機能拡張も含めた研究開発を教材検証から発展的に繋げてこそ教材の質は向上する。

例えば、「e ポートフォリオ」搭載の課題とともに“受講者の学習状況の把握”と“成績評価に

も利用できるシステムの検討”を行った結果、「クラス設定」機能の完成に至った。また、“学

習の効果的なフィードバックを簡易に実行する方法”の探究へと継続的に検討する中で、開発

した「クラス設定」機能を活かして「ポートフォリオ・ベストプラクティス」機能へと拡張す

ることができた。 

さらに、教える側と学ぶ側のそれぞれの立場から考え得る利便性や合理性も含めて検討を行

った。その結果、教材の内容のみならず、様々なコンテンツの見え方、写真や動画など資料の

提示の仕方、使用機器（PC / スマートデバイス）に適した画面設定や音声面への配慮、教材を

効果的に使用するための解説や学習サンプルの添付など、教材全体を補強することに繋げられ

た。（また、『なびふらんせ 1』以外のフランス語教科書と併用するケースやデジタル教材のみ

を使用したい独学ユーザーに対処し得る教材の実現化も図られた。） 

近年、教育工学に関する学会等では語学教育のデジタル教材開発報告が年々増加している5。

このような現状から既存の教科書にデジタル教材を付加して販売する出版元も現れ始めた。教

科書の版元が、製作業者等を介して教科書に対応のデジタル教材を制作した場合、以下のよう

な問題点が散見される。 

 

・教科書を購入しなければデジタル教材を使用できない 

（フリーで公開していない / 公開していても該当教科書の補足的教材内容から使用において制限がある） 

・教科書版元が教科書データを活用し、製作業者に依頼してデジタル教材を作成の場合 

➡著者による内容精査を細部まで充分に行えない 

・教科書版元がデジタル教材のサーバーを管理の場合➡著者が内容改善・修正等を容易に行えない 

 

教科書の版元が著者と製作業者等を柔軟に結び、上記の問題を緩和したとしても、教材の改

善や改良を頻繁に行うことは経費の面から難しく、根本的な解決には課題が残る。「Web〈なび

ふらんせ-1〉」の場合は、開発者側（教科書の著者）で教材を制作したため、著作権等からもフ

リーでの公開は原則的に可能となる。また上述したように、教材内容は細部まで繰り返し精査

する基本工程で制作している。さらに、デジタル教材のサーバーは開発者側で管理するため、

教材の改善・修正等を適宜必要に応じて容易に行える。したがって、上記の問題は該当しない。

教科書は増版の際に内容の見直しや修正等を行うが、デジタル教材は、内容の適切化と情報の

最新化を常時更新可能とする媒体である。デジタル教材のこの特性を最大に活かし、開発した

教材を日々より優れた教材へと進化させていくことにこそ意味があり、教材開発のあり方を問

うていくことが重要と考える。 

 

3. 語学教育と教育工学と出版社による協力体制の構築 

                                                 
5・『スピード！ハングル検定 5 級合格』（白帝社）に対応させたモバイル教材の研究開発：「韓国語検定試験のための自主

学習用モバイル学習教材の開発と評価」, 金義鎭・金惠鎭, 教育システム情報学会誌, Vol. 30, No. 4, pp. 248-253, 2013. 

・刊行した教科書のデータを基に版元が制作したデジタル教材に合わせて改訂出版した教科書『ToBiRa』（株式会社朝日出

版社）に関する報告：「大学初級中国語を対象とした 3 段階ブレンディッドラーニングのための教科書の開発」, 趙秀敏・

三石大 他, 教育システム情報学会研究報告, Vol. 28, No. 3, pp. 75-80, 2013, などが挙げられる. 
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今後の教材開発では語学教育と教育工学による連携に、さらに出版社の理解と支援を得て、

三者による協力関係をいかに築くかも課題である。これには、教科書版元である出版社が、デ

ジタル教材およびその研究開発に対してどのような見解と方針を定めているかとも関わる。 

出版社はそもそも出版物を制作し、販売することで利益を得る。語学教育の教材は、出版物

である紙媒体の教科書が主軸であり、出版社にとってデジタル教材はいわば対極にある教材と

いえる。しかし、教科書の版元は技術の進化に呼応してこれまで様々な試みを行ってきた6。 

例えば、朝日出版社ではデジタル教材の需要を鑑み、出版物とデジタル教材の「相互の活か

し合い」を経営方針に組み入れている。特に、2009 年頃より教科書の著者らが主体的に作成し

た教材をデジタル教材化してサポートするなど、様々な教科書において Web 版の学習補助教材

の提供を実施している7。前章でも述べたが、デジタル教材の質は、教科書との繋がりや内容精

査および更新が要となる。デジタル教材への細やかな管理と更新には費用も嵩み、出版社とし

て利益を減ずる過剰なサポートは経営的に成り立たない。デジタル教材等の付加で逆に主たる

教科書が引き立てられ、魅力ある出版物としての価値を獲得できれば販売数増加が見込め、

「相互の活かし合い」の稼働可能な範疇となる。このような現状を踏まえ、語学教材の研究開

発を行う側は、教科書版元に対してどのような提案を行い、協力を得ていくか。「Web〈なびふ

らんせ-1〉」の場合、教科書『なびふらんせ 1』の版元である朝日出版社と以下の案を協議した。 

 

・デジタル教材の制作に関しては開発者に一任する（以下、「開発者」は教科書の著者である） 

・デジタル教材のサーバーは開発者が管理する 

・デジタル教材はフリーで公開する 

・教科書本体にデジタル教材に関する記載の紙面を割く 

・出版社は教科書用の音声データをデジタル教材へも提供する 

・出版社は教科書用の音声収録時にデジタル教材で必要な音声収録も行い、データを提供する 

・出版社はデジタル教材に組み込む教科書掲載の図表等を組版データ（PDF 版）で提供する 

・開発者は出版社の教材に関する制作協力についてデジタル教材上で記載・公表する 

・開発者は年度毎にデジタル教材の内容および機能に関する更新報告を「教授用資料」にまとめ、改訂版

を作成・提出する 

・出版社は「教授用資料（更新版）」の印刷・配布を担当する 

・出版社は「教授用資料（PDF 版）」を依頼に応じて配信する 

・教科書およびデジタル教材は研究課題成果物であるため、制作・開発・管理に必要な機器備品および資

料収集のための現地取材費等は開発者の個人研究費ならびに科学研究費より支出する 

・出版社は開発者の研究課題（成果）の報告義務に対し、教科書・デジタル教材の内容紹介を含め、教材

を広く公表するための協力・支援を行う 

 

以上の具体的かつ実際的な案の検討を経て、「語学教育と教育工学と出版社」による協力体

制に至った。研究開発側と出版社が双方の役割を明確にし、実現可能な協力関係を結ぶことが、

互いの特長を生かして補い合う仕組みを整え、より質の高い教材制作を円滑に進める鍵となる。 

 

おわりに：教材の検証（アンケート調査結果） 

最後に、共同開発により制作した教材の有効性を検証しておきたい。平成25～27年度の3年

                                                 
6 例えば, カセットテープによる音声の提供から音声 CD の教科書添付を経て, 今では MP3 による音声ダウンロードにも対

応している. また, 現地画像等を収録したビデオ教材やDVDの提供, ICTを活用した授業形態への関心が高まる中, 学習支援

教材としてデジタル教材のサポートまで行うようになった. 
7 参考までに, 株式会社朝日出版社刊行のフランス語教科書（デジタル教材等の学習支援教材付き）を書籍名のみ列挙する

：『改訂版 グラメール・アクティーヴ』, 『新・彼女は食いしん坊！1 －WEB でサポート！』, 『新・彼女は食いしん坊

！2 －WEB でサポート！』, 『きみと話したい！ フランス語』, 『パリ－ボルドー』, 『新装 カフェ・フランセ』, 『フ

ランス語動詞 60』. 
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間に渡り常葉大学の教養教育科目「フランス語Ⅰ」（前期15回）、「フランス語Ⅱ」（後期15回）

で実施したアンケート調査の集計結果より教科書とデジタル教材に対する学習者の評価およ

び意見を以下に記す。 

 

（補足） ※調査：30項目の質問を実施した 

※回答者数：平成25年度（33人） /  平成26年度（49人） /  平成27年度（56人） 

※調査結果：デジタル教材・自主学習・eポートフォリオに関する回答に絞る 

※回答方法：5段階レベル（［思わない←1 – 2 – 3 – 4 – 5 →思う］）で回答を求めた 

 

（１）アンケート調査結果（抜粋 5 項目） 

・デジタル教材の内容（学習コンテンツ等）は充実していると思う 

平成 25 年度：平均 4.45    平成 26 年度：平均 4.48   平成 27 年度：平均 4.56 

・初めてフランス語を学ぶ上で、教科書連動の Web 教材はある方がよいと思う 

平成 25 年度：平均 4.67    平成 26 年度：平均 4.61   平成 27 年度：平均 4.63 

・自主学習を進める上で「e ポートフォリオ」はある方がよいと思う 

平成 25 年度：平均 4.36    平成 26 年度：平均 4.55   平成 27 年度：平均 4.38 

・「テスト」結果の記録と「e ポートフォリオ」が直結していることはよいと思う 

平成 25 年度：平均 4.33    平成 26 年度：平均 4.51   平成 27 年度：平均 4.38 

・さらに学習を進める場合、同様の学習支援システムはあった方がよいと思う 

平成 25 年度：平均 4.48    平成 26 年度：平均 4.37   平成 27 年度：平均 4.44 

 

（２）アンケート調査（自由記述欄）のコメント（参考となった意見を列挙する） 

・「なびふらんせ」がある事で復習がしやすいのが利点だと思う 

・ミニ文法解説は全部コピーして使っていた 

・教科書「なびふらんせ」もわかりやすくて見やすくてとても使いやすかった 

・テストをやってみてできなかった所を「なびふら」ですぐに確認できるから勉強しやすかった 

・文法問題の練習に役立った / 並べ替え問題はもう少し問題数が欲しい 

・iPhone などでできるという手軽さがとても良かった 

・Web 教材は本当に便利で手軽で助かった / 電車の中でなどすぐできるのでとても便利だった 

・自主学習をする際に Web 教材は空いた時間にどこでもできるので非常に使いやすかった 

・通学時間が長いので、携帯で勉強できるのが良かった 

・音声も入っているので、分らない単語の発音が理解できた 

・写真が多くて状況を判断しやすく、またフランスに興味を持つことができた 

・ポートフォリオを何回やってもいい点が取れなくて、悔しくて文法練習問題をやったり、動詞活用練習

をやったりして、うまく活用できたと思う 

・点が上がっていくのをポートフォリオで確認することで、自分の力を実感できて楽しかった 

 

以上の結果から教材の有効性が確認でき、学習者からも好評を得たと見なしている。 

 

本稿において、「語学教育と教育工学と出版社」の共同開発により、共通認識と相互理解を

深めて堅固な協力体制を確立すれば、より優れた成果が期待できることを論じた。デジタル教

材は、情報の刷新も含め、継続的精査から教材内容の更新を行える媒体である。学習者のモチ

ベーションを上げ、語学学習が個々のレベルにおいて活性化され、自主学習を促進し、授業内

外において多彩な学びと演習のヴァリエーションを示唆し得るより優れた教材へと進化させ

ていくことが課題である。三者共同による教材開発が、いま求められている教材を実現化へ導

く拠り所となることは明白であり、このような方策が他言語教育においても適応可能であるこ

とを最後に強調しておきたい。 




