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はじめに 

数年来、外国語の授業においては、教育用 ICT の利用が増加傾向にある。高度な知識や極

端に高価な機材を必要とせず、さらには技術の進歩によって、ICT の利用はますます便利で容

易になった。フランス語教育においても ICT を利用する動向が見られる。フランス語は様々

な国で話され、文化的にもバリエーション豊かな電子資料が存在するので、ICT の利用は授業

に活気を与えるという面でとても有効な手段であると言える。しかし、現在でも、教師の間で

は、授業で ICT を使用することに対する抵抗があるようにも見受けられる。そこで、授業で活

用し易く、まだあまり広く知られていない教育用 ICT のひとつに、ウェブクエストというも

のがあるので紹介したい。ウェブクエストというのはインターネットの閲覧を通して、順序に

沿って質問に答える活動である。質問は学習者が活動を進めて行く上での道しるべの役割を果

たしている。質問に答えながら学習者は、インターネット上の様々なウェブページを訪れ、そ

こに掲載されている情報を理解し、能動的に学ぶ姿勢を身に付ける。こうした活動は、フラン

ス語では「quête virtuelle」、「cyberquête」と、または「mission virtuelle」とも呼ばれてい

る。日本語の名称は英語の「webquest」に由来している。ウェブクエストはいわゆるウェブ上

の散策である。 

ウェブクエストは、インターネット上のビデオや音声資料を視聴させるなど、聴解力の向上

に役立てることもできるが、この論文では、フランス語の読解能力の向上を目指すためのウェ

ブクエストの活用法を中心的に紹介したいと思う。 

 

1) 必要な能力と準備 

A) 学習者に必要な能力 

Scott Windeatt、David Hardisty と David Eastment によると、学習者が ICT を利用した

活動を遂行するためには、ごく初歩的な幾つかの能力があればよい。これは、ウェブクエスト

においても当てはまることだ。まず、学習者はコンピュータを操ることができなければならな

い。ICT を利用した活動の際、コンピュータの操作に困っている学習者がいれば補助する必要

があるだろう。その他にも、インターネットを使った検索ができること、教師の指示を理解す

ること、2 人組みやグループで活動する際の自立性と社交性を持つことが、学習者には必要で

ある。 

B) 教師に必要な能力と準備 

教師に求められる能力は、学習者に求められる能力に加え、次のことが挙げられる。まず、
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ウェブクエストを作成するためには、沢山のウェブページを開くので、ページを見失わないよ

うに計画的に作成することが不可欠である。また、教育目標に適切な素材をインターネット上

で探し出そうとする探究心も必要だ。さらに、文化や社会学など、扱うテーマを問わず、情報

の発信元と内容の真偽を確かめる慎重さも必要である。以上のことに気を配りさえすれば、誰

でもウェブクエストの作成ができる。 

 

2) 目標 

A) 総合目標 

ウェブクエストは、2 人組またはチームで課題に取り組ませることで、学習者同士の間にイ

ンタラクションを産み出すことができる。学習者には、課題を分け合う、意見交換や結果の照

らし合わせをするなど、常に協力が必要となるからである。また、インターネット検索をする

行為からだけでなく、ペアまたはチーム内でのやりとりの中からも、学習者はフランス語や文

化について学ぶことができる。その結果、一人でテクストに取り組む読解活動に比べ、授業は

より刺激的なものになる。Jane O’Donoghue も述べているように、教育用 ICT を使う目的は、

学習者の受動的な態度を能動的に変えることである。 

B) 教育目標 

この論文では、ウェブクエストを活用する主な目的を、読解力の向上に定めている。ここで

学習者に求められるものは大きく分けて３つある。一つめは、課題シートに記載されている質

問文の単語を調べ、質問を理解することである。二つめは、指定されたウェブページを訪れ、

多量の情報の中から必要な情報の記載されている箇所を見つけ出すことである。三つめは、見

つけ出した情報を詳しく読み、正しく理解して質問に対する答えを導き出すことである。 

ウェブクエストを活用するもうひとつの理由は、学習者を、教育用に加工されていないオー

センティックな資料に触れさせることである。インターネット上には、最新で生の情報が溢れ

ている。レッスンプランの目標に従って、教師がオーセンティックな資料を活用し、ウェブク

エストを作成することで、学習者は言語と文化に同時に親しむことができる。こうして学習者

が、教材用に加工されていない生の情報を通して、観察眼と分析的精神を磨くこともウェブク

エストを活用した学習の目的のひとつといえるだろう。 

上記の教育目標を達成した上で、ウェブクエストを産出的言語活動に発展させることも可能

である。学習者がウェブクエストを完成するために集めた情報を、次の回の授業で、発表や作

文活動に利用させるのだ。そうすることで、学習者に受容的言語活動を提供するだけでなく、

産出的言語活動の促進も図ることができる。（添付資料 Activité de production orale 参照） 

 

3) 作成方法 

ウェブクエストを作るのに特別な技能や知識は不要である。Isabelle Barrière、Hélène Emile 

と Frédérique Gella の勧めている過程に従えば、誰でも簡単にウェブクエストが作成できるだ

ろう。 

A) テーマ決定 

まずは読解活動の枠を決定する。学習者の年齢･レベル･興味を考慮し、教育目標に適合する

テーマを決める。 

B) ウェブサイトの選択 



Rencontres Pédagogiques du Kansaï 2016                                    

37 

 

ウェブサイトの選択はウェブクエスト作成の主な作業である。情報の発信元と信憑性、全て

のウェブサイトの内容がレッスンのテーマに沿っていることに注意する。学習者のレベルに応

じて情報の量を調節する。テクストや記号説明や料金表、あるいは地図等、多様な資料が含ま

れているサイトを優先して選ぶ。 

C) コース作り 

ウェブサイトの選択が終われば、次はコース作りをする。ウェブクエストでは、学習者は教

師が作った質問に答えるため、教師が考えた序順で様々なウェブサイトを訪れる。教師は、あ

らかじめ選択したウェブサイトを、学習者にどの順で閲覧させるかを決め、コースを組み立て

る。 

ただし、学習者が質問に答えられず途中で先に進むことができなくなるのを防ぐため、逃げ

道が可能なコースを作ることが望ましい。具体的に言えば、コースを複数の小テーマに区切る

のである。そうすることで、学習者は答えの分からない箇所を空欄にしたまま、次の小テーマ

に進むことができる。このように、コース作りの際には、質問数の少ない小テーマを複数作成

した方が良い。（添付資料参照） 

D) 課題ワークシート作成 

課題ワークシートとは、学習者に配る質問のリストのことである。このシートは順を追って

学習者をウェブページに導く効果がある。課題ワークシートの作成に関して、ケベック州の教

育コンサルタント「DISCAS」は学習者の探究活動を容易にするため、質問の仕方に留意し、

各質問に対応するウェブページは一つでなければならないと強調する。DISCAS の挙げた例

を借りれば、「ロールス･ロイスはいくらですか」という質問をした場合、数え切れないほど

多くのウェブページがヒットし、複数の価格が見つかるという問題が発生することになるから

だ。 

課題ワークシートには、各質問に答えるために訪れるべきウェブサイトの URL アドレスを

記載する。この時、対応する質問と URL アドレスに同じ番号をつけておくと、学習者が迷い

にくい。（添付資料参照） 

最後に、時間が経てばウェブページは消えてしまう可能性があるので、長期間おいてから同

じウェブクエストを利用する場合は、授業の前にウェブページと URL リンクがまだ存在して

いるかどうかを確かめておいた方が良い。 

 

4) 評価と採点 

A) 学習者の自己評価 

ウェブクエスト活動について、学習者に自己評価をさせる場合は、Isabelle Barrière、Hélène 

Emile と Frédérique Gella が作成した評価シートの中の自己評価項目が便利かつ適切だ。学

習者はウェブクエストを行い、自らの学習姿勢について評価を与える。例えば、「チームメン

バーとコミュニケーションを充分に取りながら取り組むことができたか」や「ウェブページか

ら、質問に答えるために必要な情報だけを理解しようとしたか」、または「チームメンバーの

意見を簡単に認めたか」等の質問に、「よくできた・できた・あまりできなかった・できなか

った」の四段階評価で回答する。こうすることで、学習者は自分の態度を顧みることができる。 

B) 道のりに関する採点 

DISCAS は教師に、適切なウェブページを訪れた学習者の努力も評価対象にすることを勧

めている。ウェブ訪問の道のりに関する採点は、ウェブサーフィン能力を評価することである。

配点は各ページに１点。そのようにすると、学習者は、質問に答えるための情報を見つけるこ
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とができなくても、正しいウェブページを訪れただけで１点を貰える、という配慮である。教

師が学習者に直接 URL アドレスを教えた場合は１点を与え、教師の与える指示やヒントを基

に学習者が自ら URL アドレスを探した場合は配点を倍にするパターンもある。 

C) 課題ワークシートの採点 

読解力は、課題ワークシートの質問に対する正しい答えを見つけることができたか否かで評

価する。各質問に点をつけ、難度の高い質問の配点を高くする。主な教育目標は読解力の鍛練

なので、ウェブ訪問の道のりに関する配点より課題ワークシートの配点を高くする。 

 

終わりに 

ウェブクエストという教育用 ICT を通して、学習者は、生のフランス語や文化に触れながら

読解能力を磨くことができる。また、チームワークを育みながら課題に取り組み、他の学習者

と一緒に意見交換や協力をしながら活動を進めることで、コミュニケーション能力の習得も可

能になる。さらに、学習者はインターネット上の多量な情報の中から必要な情報を見つけ出す

作業を通して、フランス語や文化に関する知識を増やせることは言うまでもない。今回見てき

たように、コンピュータが苦手な教師も、ほんの少しの勇気を出せば楽しくウェブクエスト活

動ができるので、今後どんどん授業で活用していただきたい。 

 

添付資料 

ウェブクエスト課題ワークシートの一例 

テーマ：南仏ニース市の案内  小テーマ：市場・カーニバル・グルメ 

教育目標：フランス語で誘う 
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