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本稿は、筆者が授業実践報告したアトリエのまとめである。アトリエでは、参加者のみなさ
んにグループに分かれて、
「記憶」と「思い出」について話し合ってもらったあと、「記憶」と
「思い出」を違うものとして組み立てた通年授業での具体的なアクティヴィテの例として「ル
ーティンワーク」と「イベント」を紹介した。
●「記憶」と「思い出」
普段われわれはこの二つのことばをどのように使い分けているだろうか。辞書によると「記
憶」は「過去に経験した事柄を忘れずにおぼえていること。また、その内容。」「コンピュータ
ーに、必要なデータを保存しておくこと。」「心理学で、生物体に過去の影響が残ること。また
過去の経験を保持し、これを再生・再認する機能の総称。」とあり、「思い出」は「過去の体験
や出来事を心に思い浮かべること。また、その内容。」「過去を思い浮かべるよすがとなる事
柄。
」
「過去に自分がであった事柄を思い出すこと。また、その事柄。」とある。なるほど「記
憶」はコンピューター用語として身近になり、なんとなく機械的、「思い出」はなんとなく人
間的、といえるかもしれない。
アトリエで参加者にグループに分かれて「記憶」と「思い出」の違いについて話し合っても
らった結果、以下のようなワードが挙げられた。
思い出
記憶
感情を伴う、経験、エピソード的、過去を想 長期、短期、消える、情報、過去の事実、過
起、メランコリック、イメージとともに浮か 去の出来事、意図的、客観性、ストーリー性
ぶ、他人との共有、主観的、理性、主体性、 無し、知識、非人間的、暗記、理性的、機械
人間的、日記、未来への架け橋、空間的、広 的、デジタル、コンテクスト無し、新しいも
がりがある感情、未来思考、人生と結びつく のを取り入れる、動作、意志、ニュートラル、
事・物、感覚的、ノスタルジー、体験、自然 科学的、場面がはっきり、過去の出来事
なもの、精神、写真、印象、意志無く残る、
映像的、懐かしい、今につながる
そのほか以下のような意見も挙げられた。
・
「記憶」のなかに「思い出」が存在しているのでは？
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・語学学習においては「記憶」と「思い出」の両方が必要でバランスが大事。
・赤ちゃんの「学習」は「記憶」か「思い出」か。いつごろから二つを使い分けているのか。
・
「記憶」は「記憶する」という動作であり意志である。
「思い出」は体験が自然に残る。
大学における語学授業は、言語運用能力を身につけるだけではなく、クラスというコミュニ
ティのなかで相互的に影響を与えながら人間力を養う環境でもある。したがって言語運用能力
を身につける「記憶」と、人と人との関わりから生まれる「思い出」の両方が必要だというこ
とは参加者の意見からも多くみられ、教員として共有できる感覚だといえる。
しかしその割合はどの程度が望ましいのか、具体的にはどんな方法が学習者にとって有益か、
などを考えると、今まであいまいなタイミングで両者を織り込んだ授業をしていたのではない
か、と自分自身の授業をふりかえった。そこで「記憶」と「思い出」を授業内で時間的に分離
して 2 つの別分野として授業を組み立てることにした。そうすることで「記憶」分野も「思い
出」分野もそれぞれ、より集中し深くまなぶ経験につながり、（どちらか一方でも）長い時間
学習者のなかに「フランス語の授業」が残れば、今後の学習継続を促せるのではと考えた。
「記
憶」分野は学習内容のインプットとアウトプットを、ペアまたはグループワークで行う「ルー
ティンワーク」で 1 年間毎回同じ内容を繰り返す。身体的にことばを覚えて使う時間、また口
頭で練習したあとに配布プリントでスペルを確認したり、グループで文法などを調べて（参考
テキストとして『なびふらんせ』を各自所持）まなびあい、口頭で使えるようになった表現の
整理整頓の時間と位置付けた。
「思い出」分野はグループ協同作業による口頭での創作（劇や
歌）を、学期末に発表する（これを期末考査にする）「イベント」と位置づけ、そのための準
備時間とした。
「ルーティンワーク」は学期中盤まで（7~8 回目まで）は約 60 分、
「イベント」
準備は約 30 分とし、後半はそれを逆転させ、
「イベント」に向けてモチベーションを上げるよ
うにした。
●「記憶」=「ルーティンワーク」
インプットがうまくできないとアウトプットもまたしかりで、それは引き出しに雑多に押し
込んだものから時間を経て必要なものを探す作業（苦労）を想像すれば明白だ。例えばピアノ
のレッスン、バレエのレッスン、武道、などに共通する練習方法として、毎回同じ動きを何年
も継続し続けるというものが挙げられるだろう。ピアノなら初級者も上級者も運指の練習から
はじめ、練習曲、課題曲という一連の流れを毎回繰り返す。ことばも同じでフランス語上級話
者が Bonjour, comment ça va?

という初歩的な表現を言わなくなることはない。

このような練習法を参考に「ルーティンワーク」によって、引き出しの中身を毎回全部使い
インプット量とアウトプット量がつねに同等であることを目指し、アウトプット機会がない知
識を増やすことよりも身体的にことばを使いながら口頭での定着を目指した。進度を求められ
るような授業環境では不向きな練習かもしれない。また、学習内容は単語単位で厳選し、その
基準は学生が日常生活で使う単語、表現で、小さなトランクで長旅をする感覚で、それを毎回
とことん使える環境を整えるということがこの授業での教員の役割のひとつである。基本のル
ーティンワークのやり方を一つ紹介する。
●「ことばのキャッチボール」
（柔らかいゴムボールを使ったことばのやりとり。）
・相手をみながら発話できる。
・ボールに意識がいくため、フランス語に対する心理的な壁が低くなる。
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・体を動かすことで声がよく出る。
・ことばに不可欠なリズムが生まれる。
注意点→空間的制約がある場合には向かない。大人数クラスには工夫が必要。こういった活動
になじむのに時間がかかる学生もいる。
たくさん発話したい新しい表現などや言いにくい表現は 2 人組、慣れたら人数を増やすこと
で時間短縮できる。例えば数字は前期に 100 まで練習したが（ビンゴゲームのため）
、最初は 2
人組でひとつずつ順番に言い合い、慣れたら 3 人組、5 人組にした。あいさつは毎回フォーク
ダンス方式で全員と交わす。数字とアルファベは飽きないようアレンジを加えながら（逆から
言ってみよう！や、31 ゲーム、かるた大会、など）練習するほうがよい。新しい表現や単語は
全員でリピートし、読み方・発音を確認、キャッチボール中に教員が見回り、必要なら個々の
発音をチェックする。その後グループで文法事項などを自分たちで調べ、まなびあう。
●前期の学習内容例（基本は tu 。
「です・ます調で話そう」と vous や、
「家族について話そう」
と 3 人称でもおこなう。→活用定着のためのアレンジ。
）
Bonjour, comment ça va?
あいさつ
Tu as faim (sommeil, soif, chaud, froid) ? Oui, j’ai
faim. Non, je n’ai pas faim.
Qu’est-ce que c’est ?
ファッションチェック
C’est un pull. (une jupe, un pantalon, une chemise,
des baskets, des chaussures, etc.)
C’est joli. (sympa, cool, mignon, bien, etc.)
C’est combien?
C’est 25 euros. （ユーロに換算して答える）
Tu as acheté où?
J’ai acheté à Umeda.
Tu es fatigué (e) (occupé(e), pressé (e))?
今日の調子は？
Oui, je suis fatigué (e). Non, je ne suis pas fatigué
(e).
Il y a un cinéma (une banque, une poste, une école,
この（家の）近くに～ある？
une station, un café, un supermarché, un centre
commerical, une bibliothèque, etc. ) près d’ici
(près de chez toi)?
Oui, il y a un cinéma près d’ici. Non, il n’y a pas
de cinéma près d’ici.
Tu aimes chanter (danser, faire la cuisine, marcher,
～（するの）好き？
manger, aller au cinéma, etc.)?
Oui, j’aime chanter. Non, je n’aime pas chanter,
Tu aimes la musique (les animaux, le cinéma, les
fruits, la mode, les jeux de vidéo, la cuisine
italienne, etc.)?
Oui, j’aime la musique. Non, je n’aime pas la
musique.
Tu marches beaucoup ? (manger beaucoup, aller à
よく・今日・今晩・明日、～する？
Umeda demain, chanter souvent, etc. )
Oui, je marche beaucoup. Non, je ne marche pas
beaucoup.
Il est quelle heure?
今何時？
Il est 15 heures et demie.
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●「思い出」=「イベント」
「思い出づくり研究所」のよると思い出とは懐かしむといった意味あいだけでなく、「他者
とのコミュニケーション」や「自己発見」などさまざまな役割を持っているという。考えてみ
れば「思い出」をつくることは未来を考えることである。今を残すことが「思い出」になって
いく。日常のなにげない場面や感情を残したい人もいるだろうし、非日常だからこそ残したい
（旅行、卒業式、結婚式など）人もいるだろう。
この授業では、非日常の場面を創りだすことで、より直感的に「思い出」につながるように、
学生には「イベント」を告知する。今年度は学期末考査を「発表会」と位置づけ、フランス語
劇（前期）やフランス語の歌（後期）をみんなで準備して発表した。その後フランス菓子を試
食する文化講座をかねた「パーティー」を開催し、そこではビンゴ大会を行うことも告知して
おく。教員が大まかな枠組みを提示したのち、グループワークで必要な作業を決め、その担当
者を決めてもらい、計画書や企画書を提出してもらう。
自分たちで準備し、作り上げる過程は他者を理解する努力や許容、自分を他者に理解しても
らう努力、協同での問題解決などを経て、その創作物（結果）だけではない達成感が得られる。
そのため単にグループで集まっている状態にならないよう教員は時間を区切りながら作業を
進行することも必要だ。また、結果だけを評価するのではなく、グループワークの過程も評価
対象であること、またその評価基準も学生に明示しておくことも、到達目標に近づくために学
生が何をすればいいのかが明確に理解し、スムーズに作業に入れるように必要である。筆者が
参考にしたのは、企業が採用面接時に取り入れているグループディスカッションの評価基準で、
たくさんの中からフランス語の授業に合わせてアレンジし、何をすべきか迷ったときの参考に
なるように配布した。学期中盤に「ルーティンワーク」でクラスの雰囲気が十分馴染み、和ん
だ状態にして「イベント」準備のためのグループ分けを行い、グループ名やリーダー、役割分
担を決めこれから毎回授業の後半に作業を進めることを伝え、作業に使える時間を確認した。
●前期の「イベント」例
前期は上記の「ルーティンワーク」で学んだ日常表現をもとに劇を創作した。実現するため
に必要な作業を書き出し、そのための準備計画をたててもらう。基本的に学んだことをフル活
用できる内容（筋立て）にすること、としたが、加えたい表現などはグループで調べ、妥当か
どうか教員も一緒に考えた。学んでいない表現は観ている観客（ほかのグループ）が理解でき
ないから面白くないのでは？と理由を明示して回避するように促した。
今年度は 2 グループでの発表だったが、両者に結果の差が生まれたことが反省点である。グ
ループ内でのふりかえりワークシートの意見を紹介する。
グループ A
ストーリーが突飛すぎて、必要な表現が足りない→少し日本語を入れてもよい、というルール
にしてしまい、なんとなく物足りない仕上がりになった。もっと準備したかった。ストーリー
をちゃんと考えればよかった。みんなと仲良くなれたのはよかった。
グループ B
小道具、大道具、音響、衣装などまで作りこんだのが楽しかった。ストーリーはちょっと飛躍
してしまった。授業外でもみんなで集まって練習などして大変だったけど仲良くなれたし、本
番は緊張したけど達成感が得られた。
なるべく教員が介入することを避け、学生主体で進めてもらいたいと考えたのだが、今後は
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ポイントを押さえた介入のしかたを考え、学生がより深いまなびの経験を得られる手助けをす
べきだと考える。
評価対象である創作劇の緊張から解放されたところで、パーティーを始め、フランスでポピ
ュラーな菓子（日本で手に入りやすいものを厳選）を一緒に食べながらフランスの生活習慣や
情報について質問に答え簡単な文化紹介の機会とした。ビンゴゲームはカード式のものなので
大掛かりな装置は必要ない。カードに書かれた数字を一人ずつ読み上げてもらい、100 まで難
なく使えるようになったことも確認しつつ、前期の締めくくりとした。ちなみに後期の「イベ
ント」は前期と違うグループで、フランス映画 La famille Bélier (2014), 邦題『エール！』の
主題歌、Je vole, （歌詞は暗記、伴奏を iPad から YouTube で流す）を発表した。両グループ
とも同じ歌だが、手話サークルの学生がいるグループは歌詞を和訳したものをベースに手話を
用いて全員が映画の主人公さながら歌ったり、EXILE のファンである学生がいるグループは全
員がペンライトを持って踊りながら歌ったり、演出の違いがお互い興味深かったようだ。
●まとめ
「記憶」と「思い出」を分けて考え、それぞれに学生主体の学習活動をおこなったが、結局
上記からわかるように、
「記憶」分野の活動である「ルーティンワーク」は「思い出」分野の
「イベント」を実現するためのものであり、「記憶」と「思い出」は相互的に作用し影響をし
あう、切っても切り離せないものだということを再認識した。
しかしあえて分離して考えたことで、毎回の授業準備のしやすさを実感している。また学生
にとってもすべきことが明確で、学んだことは毎回使うという安心感から授業で前回の復習す
る時間を省くことができ、フランス語を発話する心理的な負荷は軽減されるため積極的な授業
参加が認められた。また「イベント」というモチベーションがあること、グループ内での責任
を意識することで毎回の授業の出席率も年間を通して維持できた。
もともと、フランス語の授業が学生にどのようなまなびをもたらすのか、言語運用能力だけ
ではない「なにか」が少しでも残り、将来的な学習継続（または再開）につながれば、という
考えから組み立てた授業だったが、現在の立場上、一年次の学生しか受け持たないため、その
後を追跡できないのでこの方法の有効性は学生のアンケートからは図れない（時間経過が短す
ぎるため）ことが課題としてみえた。ほかの教員たちと話し合う機会や、何らかの連携が実現
され、情報交換できれば、と考えている。
参考資料
・思い出づくり研究所（研究計画書）
．
http://www.npopcc.jp/aaa/omoidezukuri/results/omoidezukurikenkyuu.pdf
・デジタル大辞泉、小学館．
・明鏡国語辞典第二版、大修館書店、2011．
・RENCONTRES 29、 関西フランス語教育研究会、2015.
・学生には自宅学習用ツールとして『WEB なびふらんせ』を使用してもらった（既習事項を
含む個所のみ）
。授業内で文法を調べる際にもスマートフォンで見られるようにして活用して
いた。クラス設定機能を使い、個々の学生のテストの点数やポートフォリオを教員が閲覧でき
るようにし、学生に自宅学習を促し、授業準備に役立てた。http://navifr.fj.tokoha-u.ac.jp/wnf/
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