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フランス語教育の現在とこれから 

―「できること」「したいこと」 

Actualité et futur de l’ensegnement du français :  

« ce que nous pouvons faire » et « ce que nous voulons faire » 
 

 

      Modératrice :  西岡 杏奈 NISHIOKA Anna （大阪府立大学） 

   杉山 香織 SUGIYAMA Kaori （西南学院大学） 

   田島 義士 TAJIMA Yoshihito （水産大学校） 

   梅澤 礼 UMEZAWA Aya （立命館大学） 

   山本 大地 YAMAMOTO Daichi （福岡大学） 

 

 

 

 ランコントル 30 周年記念のターブルロンドは、その語の本来の意味から会場との「ざっく

ばらんな」意見交換を念頭においた座談会にしたいと考えた。現在フランス語教育の分野で活

躍する若手教員 4 名を迎えるにあたり、日々フランス語の授業を運営しながら自身の研究が必

ずしもフランス語教育ではない教員を多く含む人選を試みた。 

 一読いただければわかるように、いつものランコントルの論集とは一風違ったなんとも心地

よい、そして熱い人間味あふれる、「読み物」ともいえるような心に寄り添う虹色の文章が集

まったのはそんな結果かと思っている（フランス語教育研究論文集はあっても「フランス語教

育エッセー集」は新しい）。 

日本におけるフランス語教育の現状は「虹色」などとのんきに言っていられないという危機

感は現場の生の声であることも伝わってくる。それはなぜか？そして「虹色」や「バラ色」に

するにはどうしたらよいのか、教員たちは力を集結して真剣に考え意見交換しつつ知見を絞り

出す時期にきている。そしてこれは数年前の SJDF の韓国大会で出会った韓国の大学教授から

でたことばでもあることを思い出す。 

未来を明るくするためには学習者を増やすことが必須である、という一つの命題に対し、大

学での授業は実学重視のフランス語教育なのか、はたまたその逆か、などこのターブルロンド

の報告を読むだけでも多様な考えがうかがえて興味深い。 

会場からの「テクノロジーの発展」が語学教育に与える影響の可能性、「教員養成」に関す

る提言や「中等教育における第二外国語」についての意見、「文化を無視する言語教育」への

警鐘などのことばは、現場で日々授業運営する教員にとってどれも意識すべき点として参考に

なるものばかりであった。 

フランス語教育に対する教員個々のアプローチは、その存在意義そのものともいえる「多様

性」があるべきで、理論にしろ方法論にしろ何かに一辺倒になる危険性は避けるべきではない

だろうか。さまざまな理論や方法論を持つ教員が自由に、真剣にフランス語教育に向き合える
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環境を整備することもまた「教員養成」のひとつとなりうるのではないか。例えばフランス主

導の各種研修（私自身東京、ブザンソン、台北 BELC では大いに学んだ）のみに頼るのではな

く、自主的に教員たち自身が学びあい意見交換しあう場をもっと多く、門戸を広げて作ること

は可能なはずだ。 

つたない進行ながら座談会の雰囲気を盛り上げてくださったパネリストのみなさま、そして

会場にお集まりくださったみなさまにこの場を借りあらためて感謝したい。フランス語教育に

ついて「広く」考え、「深く」話し合える機会、このこと自体がランコントルの大きな存在意

義だと考え、30 周年を未来への飛躍の記念とし、今後も活動をさらに発展させつつ継続してい

きたい。 

（modératrice : NISHIOKA Anna, Université préfectorale d’Osaka, annanishioka1@gmail.com） 

 

 

フランス語教育の明るい未来に向けて「できること」「したいこと」 

SUGIYAMA Kaori 

Université Seinan Gakuin, sugiyama.kaori@icloud.com 

1. はじめに 

「フランス語教育の未来」と聞いて白を思い浮かべた。そこには、明るい色に変えていくこ

とのできる可能性を含んだ色にしたいという願いを込めた。フランスやベルギーで起こったテ

ロ事件に見られるように、近年フランスやベルギーの治安が不安定であることから、フランス

語を学びたい学生や、フランス語圏の文化への興味を抱く学生の数が増加するとは考え難い。

決して明るい色を選べるような状況ではないのは事実である。しかし、これからのフランス語

教育を悲観するだけではフランス語教育は衰退していく一方である。マイナス要素を相殺、も

しくはプラスに転換できるような行動が必要である。そのためにはフランス語学習への『入口』

を広げ、学習者を離さず『確保』し、しっかりと『出口』を保証できるようなシステムを考え

なければならないだろう。本稿では、西岡杏奈氏よりあらかじめ与えられたパネリストへの共

通の質問を元にして、ターブルロンド当日に回答できなかった点を補いながら、フランス語教

育のこれからにつなげていくためには高等教育において何をするべきなのかについて考えを

深めたい。 

 

2. フランス語学習への入口 

 フランス語学習への入口を拡大するには、『フランス語圏の国々』のプロモーションが必要

であると考える。個人的な印象ではあるが、フランス語を選択する学生の多くは実際にフラン

ス語を使って仕事につなげようと考えているわけではなく、『パリ』への憧れが学習のきっか

けであることが多い。そしてその憧れは、漠然としたキラキラとしたイメージに支えられてい

る。そのようなパリの良いイメージを残しつつ、実際の魅力を伝えていく機会が求められるだ

ろう。また、「フランス語=パリ」という構図にとどまらず、フランスの地方都市やフランス

語圏の国々へと対象を広げていかなくてはならない。各土地土地の魅力を多くの人に知っても

らうためのプロモーションを拡大していくべきである。特に人口増加により、経済面でもさら

に重要な位置を占めるようになるアフリカのフランス語圏の国々を無視してはいけない。実学

主義の学生層も取り込むことができるかもしれない。フランス語を勉強するというと、どうし
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てもフランスにしか関心が向かない学習者も多い。教員の中にもそのような人が少なくないの

ではないだろうか。すでに「journée de la francophonie」や「フランコフォニーを発見しよう！」

のようなイベントが開催されている。このような取り組みを学習者や一般の人々にも広く周知

させていけるよう教員もこのようなイベントに興味を持ち、機会があれば積極的に取り組みに

関わっていくのが理想である。 

 また、比較にならないほど規模が小さな個人的な取り組みではあるが、高校への出張講義の

機会がある時には、フランス語圏の国々を紹介しながらフランス語への可能性を感じてもらえ

るような講義になるように意識している。フランス語を学ぶことによって世界が広がるという

ことを感じ、フランス語を選択したいと思う高校生が増えれば幸いである。 

 

3. 学習者の確保 

 一旦フランス語への興味を抱いた学習者が、フランス語への学習を進めるにつれてフランス

語への興味をなくしてしまっては本末転倒である。学習者のモチベーション維持のために筆者

が行っている取り組みを紹介し、今後何をしていけば良いのかについて考えていく。 

 フランス語を選択した学習者に目標を聞いてみると、「フランス語を話せるようになりた

い」という回答が多いことに驚く。その回答には、「誰と」「何の話題について」「どういっ

たシチュエーションで」フランス語を話せるようになりたいのかについて、全く具体性がない。

また、教師も学習者のニーズや学習者がフランス語を使って何をしたいのかについて、学習者

に聞く機会が少ないのではないだろうか。このような考えから、昨年度より目標レベルと現在

のレベルについての自己評価調査を経年的に行っている。調査には CECRL (Cadre européen 

commun de référence pour les langues : ヨーロッパ言語共通参照枠) を日本語学習者用に応用し

た CEFR-J (http://www.cefr-j.org) を用いている。この調査を用いることで、学習者は現在フラ

ンス語で何ができるのかをより明確に知ることができ、またフランス語でできるようになりた

いことと自分の能力との間にどれくらいの乖離があるのかを知ることができる。学習者へのア

ンケートでは、目標と自分の能力の差を知ることでフランス語学習へのモチベーションが上が

ったという声が多く寄せられた。さらに、学習者がどのくらいのレベルまで達成したいと考え

ているのかを知ることができた(詳細は Sugiyama, à paraître)。この調査から明らかになった学習

者のニーズを授業に反映していくことが今後の課題となっている。 

 フランス語学習へのモチベーションを維持させるには、授業でのみフランス語に触れるので

はなく、授業外でもフランス語に関われるような取り組みが必要である。西南学院大学では、

フランス語圏での調査プログラム(詳細は Takematsu, à paraître)、フランス語圏への留学のため

の奨学金制度、大学院生による学部生向けの授業外講座、検定料補助など、様々な授業外での

活動を奨励している。これらの授業外活動へはほとんどの学生が少なくとも一度は参加してい

るが、参加者を一層増やしていくとともに、学習者主体の活動もさらに増やしていくことが求

められる。 

 

4. フランス語学習者への『出口』の保証 

 実学と言われる学問を専攻する学生でも、学部レベルを卒業した後にその専攻と直結する職

種へと必ず就職するわけではないのにも関わらず、「大学でフランス語を勉強して何になるの

か？」という質問を受けるのは珍しいことではない。実際に、フランス語を専攻する学生の多

くはフランス語を必要としない職種へと就職する。しかし、そのような学生たちにとって、フ



Rencontres Pédagogiques du Kansaï 2016                                    

119 

 

ランス語を学んだことは決して無駄ではないはずである。フランス語学習を通して広まった見

聞や努力した姿勢は社会で実を結んでいるにちがいないが、大学でフランス語を学ぶ意義によ

り一層説得力を持たせるためには、学生も教師も「フランス語『を』学ぶ」ということだけで

はなく、「フランス語『で』学ぶ」ということを意識するべきである。フランス語は専門を深

めるための手段であるという意識である。そのような意識を持つことで、社会に出てからフラ

ンス語を使わない学生も、就職活動の際や社会に出てからもフランス語を学習したことが活き

てくるのではないだろうか。 

 一方、フランス語を手段として就職を希望する学生も少なくはない。大学ごとに卒業生のネ

ットワークを持っていることもあるが、フランス語教育に携わる大学や機関が横断的に「フラ

ンス語に関わる職種ネットワーク」を構築し、学生がより広く就職情報を入手できる環境が必

要である。また、フランス語の教員を志望する学生も多からず存在するが、特に地方のように

就職先が限られていたり皆無であることから、教職課程を履修することに躊躇する学生がいる。

実際に、教職免許が取得可能なプログラムが存在し、教員養成の体制が整っているのにも関わ

らず、プログラム自体が成立しないこともある。ターブルロンドでは、大都市では教員が不足

しているとの意見が出ていたが、大学と中等教育との間でより広く連携していきたい 。 

 

5. おわりに 

 西岡氏から提示された質問の中に『１０年後フランス語学習者を倍にする、というミッショ

ンがあるとしたら何をするか』というものがあった。フランス語に携わる教員一人一人がこの

ようなミッションを課せられているという気持ちを持ってフランス語教育を遂行していくこ

とが、一見地道ではあるがこれからのフランス語教育を盛り上げていくのに効果的であるのか

もしれない。 

SUGIYAMA, K. (à paraître) Auto-évaluation : outil pour la motivation ? L’enseignement du français en 

Asie de l’Est à l’heure de la glocalisation. Actes du colloque SJDF-SCELLF-ATPF 2015. 

TAKEMATSU, Y. (à paraître) Développer les compétences plurilingues et interculturelles chez les 

apprenants de français avec l’apprentissage en autonomie. ? L’enseignement du français en Asie de l’Est 

à l’heure de la glocalisation. Actes du colloque SJDF-SCELLF-ATPF 2015. 

 

 

フランス語教育の未来は何色？ 

TAJIMA Yoshihito 

Université nationale des pêches, tajitaji78@yahoo.co.jp 

 

「信号、青ですよ」と声を掛けられる度に、子供の頃から感じる違和感がある。信号機の中

に、はたして青い色の信号は存在するのだろうか。どう見ても青色には見えない「進んでもよ

い」を示す信号の色を、何らかの理由があって青色と呼んでいるのか。もしかしたら、私の目

は周りの人と同じようにはモノが「見」えないのかもしれない。 

文科省が人文社会系学部に対して、組織の再編を促す通知を行った。社会の要請に合わせて、

これらの学部を「見直す」べきだということだ。フランス語教育は、この社会の要請というも

のにいち早く目を向けてきたように思う。例えば、実践的なフランス語運営能力の習得を目的
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とした FLE の教授法が、それにあたるだろう。私自身も FLE の教授法を取り入れながら実践

重視の授業を目指しているものの、ふと思うことがある。こうした実践とは、私たち教員が考

える架空の社会においての実践でしかなく、学生たちはフランス語を使う機会を得てはじめて、

その状況に応じて何が必要なのかを知ることになるのではないか。実践重視とは言っておきな

がら、大切なのは、それ以前の問題なのかもしれない。FLE の研修で記憶に残っている先生の

指摘のひとつに、こんな言葉がある。「私たち教員は、授業で話しすぎている。」もしそうなら、

言葉を学びにきたはずの学生が、ただじっと黙ったまま座っていることになる。言語を習得す

る上で、話したい内容や気持ちが大切なように、学生たちの言葉を辛抱強く待ち、促し、聞く

ことこそが大切なのではないだろうか。 

実社会でのコミュニケーションの問題となると、翻訳機などのテクノロジーの発展は目まぐ

るしいものがある。会場からも、テクノロジーに関する鋭いご指摘をいただいた。外国語教育

の意義、そしてその未来にもかかわる問題だろう。批判を覚悟の上で、今一度自分なりの答え

を出してみたい。私たちの思考や世の中の流行が変わっていくように、言葉もそれらに合わせ

て常に変化していくものであろう。今日使えるフランス語が、10 年後に、いや来年にはもう伝

わらない、あるいは時代遅れになる可能性はある。仮にテクノロジーが発展し、いかに優れた

翻訳機ができたとしても、そのベースとなる言語が完全ではない限り、私たちがやるべきこと

は多いはずだ。しかも、私たちは自分の気持ちを伝えるための手段としての言語だけを教えて

いるわけではない。言葉を生業にしている私たちは、この伝えたい「気持ち」さえも問題とし

ているのではないか。想いを寄せる人に「好き」という言葉を発しただけで想いが通じ合うの

なら、世の中から婚活をする男女はいなくなるだろう（もしかしたらテロや戦争さえも）。外

国語を習っただけで話下手な人が「ペラペラと」話せるようになるのなら、駅前留学には人が

溢れ返るだろう。なかなか伝わらない気持ちをどうにかして言葉で表そうとする試行錯誤を、

私たちは日夜繰り返している。不完全な言語で、曖昧な気持ちを伝える／伝えない意図を、学

生たちと考えたいと私は思っている。そのためには、昨今敬遠される傾向にある文学的なテク

ストも進んで取り入れていきたい。人と人を繋げる言葉が、ある瞬間に人と人を隔てることが

あるように、私たちは、言葉を通してこの世の中と繋がろうと、もしくは距離を取ろうとして

いる。小説の中の異国の地では、愛や決別の言葉をこんな風に告げたのか、商売や人生の駆け

引きにおいてはこんなことを言っていたのかと知ることは、学生たちにとってけっして無駄で

はあるまい。また、外国語を母語と比較することで、自分たちの言語を「見直す」機会にもな

るだろう。 

文科省の通知に対して、こんな言葉を投げかけた仏文の先生がいる。「人文社会系学部の教

員として自分たちがどんな仕事をしているのかを世の中にもっと知ってもらうべきではない

のか。そして、それを発信する努力を私たちは怠ってきたのではないか。」大学の要職に就く

かたわら、研究ならびに教育に対して並々ならぬ情熱を注いできた先生が、自らを省みて放っ

た言葉だけに、目の覚めるような思いだった。同時に、寝ぼけ眼を凝らして自分自身の仕事を

「見直し」てみた時、恥ずかしい思いがあった。職場のトイレの鏡で、信じられないような寝

癖に気付いたみたいに。そして、この RPK はそうした教員たちに鏡をそっと差し出してくれ

る場所であろう（打ち合わせの部屋が全面鏡張りなのはそのせいだろうか）。RPK では、それ

ぞれが抱える不安や疑問をぶつけ合い、解決策を出し合っていく中で、私たちは自分自身の姿

を「見直す」ことになる。鏡をよく覗いて身なりや健康状態をチェックするように、自分の授

業を「見直す」習慣を身につけること。社会の要請とは何か、実践とは何だろうかと問い続け
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ること。現状を常に疑い、よく目を凝らすこと。そして、そこから「見」えたものを社会に、

学生たちに発信していくこと。« Ça nous donnera le feu vert ! » 

 

 

（壁の中から）できること、したいこと 

UMEZAWA Aya 

Université Ritsumeikan, umezawa@fc.ritsumei.ac.jp 

 

 西岡が送ってきたファイルを開くと、目に飛び込んできたのは次のような質問だった。 

「『フランス語教育の未来』と聞いて、思い浮かべる色は何色ですか？」 

 ぱっと思いついたのは水色だった。なぜだろう。そう自問することを見越したかのように、

西岡の質問は続いた。 

「その色を選んだ理由はありますか？」 

 それは空の色だった。晴れ渡った、春の日の空。私たちは学生たちを、社会に出るまでの間

預かっている。やがて彼らが大空に飛び立ってゆくときには、私たちは次の学生を抱えており、

彼らとともに飛んでゆくことはできない。学生たちが飛び立って行った後の空、それで水色を

選んだのだった。こんなことを考えているから文系はだめだと言われるのか、それとも研究に

うつつを抜かしいつまでも社会に飛び立たずにいるからこんなことを考えるのか… 

 気を取り直して次の質問に目を落とす。 

「普段フランス語の授業のときに重きを置いている点、または意識している点は？」 

 本来ならばここで教育用語やカタカナをふんだんに織り込んだ大風呂敷を広げたいところ

だが、じつは授業中に意識しているのはたったひとつ、勉強するのもテストを受けるのも学生、

ということだけだ。学生が勉強する気になるように、教員は楽しそうに授業をする。黒板をき

れいに書く。きれいにノートを取れるよう時間を取る。その程度である。だから、 

「自分のフランス語教育に対する気持ちを自由に表現すると？」 

 感謝と責任感である。楽しそうに授業についてきてくれる学生たちへの感謝。はて、では責

任感はどこから来たのか。 

 西岡が助け舟を出す。「今年一年間授業をして気づいた点は？」 

 そうだった。今年一年授業をする中で、フランス文化への関心に目覚める学生が予想以上に

多いことに気づいたのだった。それなのに勤務校には、仏文科がないこともあってか、文学や

歴史の授業が少ない。あくまで「フランス語の先生」である私は、余った時間の中で、自分の

知っていることだけ、それもほんの一部しか伝えられなかった。学生たちに対して感じていた

責任感とは、背筋を伸ばさせてくれるような責任感ではなくて、背中を屈めさせるほうの責任

感だったのだ。 

 だからこそ、西岡の最後の質問にはこう答えることにした。 

「10 年後フランス語学習者を倍にするというミッションがあるとしたら何をしますか？」 

 教員としては、フランスに関心を持つ学生は多いのだから、第二外国語だけでなくさらに語

学を学べるようなカリキュラムを提案してゆく必要があるだろう。海外研修も、せっかくなの

だから教員が一緒に学べるようなものにするといい。西岡と行ったブザンソン TNR のような

ところなら、学生はフランス語を、教員は教授法を学ぶことができる。 
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 だがわれわれは教員であると同時に研究者でもある。各自がそれぞれの専門分野で、フラン

スの文化をもっと発信してゆく努力をしなければならないのではないだろうか。どうせ自分の

研究なんて興味を持たれないだろう、それは興味のあるような伝え方をしない自分に対する言

い訳である。紀要論文も、オープンアクセスと言うのなら、もっとわかりやすい文体で書くべ

きなのかもしれない。 

 そう、「フランス語の先生」が 5 限終了後、研究室の壁の中で一人ひそかに没頭しているも

のを、無用だとののしられたりオタクっぽいと笑われたりすることを恐れず、学生に、人々に

堂々と見せるのだ。さまざまな教育法の実践の中で忘れられつつある、この各自の専門分野こ

そが、もしかしたらフランス語学習者を増やし、大学をより開放的な空間にし、そして私たち

をようやく社会に飛び立たせてくれるのではないだろうか。 

 

 

フランス語を専門とする学習者の場合 
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ターブルロンドのパネリストを引き受けるにあたり、事前調査のつもりで周囲のフランス語

教員に「フランス語教育の未来ってどう思いますか？」と素朴な質問をしてみた。ある人は、

アフリカ諸国の人口爆発によりフランス語話者が増加し、フランス語教育の需要が高まる可能

性を述べてくれた。またある人は、国際的なコミュニケーションツールに徹したフランス語教

育が必要であるという具体的な方向性を示してくれた。その一方で「ないないない」と躊躇な

く答える人、「厳しいね」と控えめに答える人、手を使って下降を示す人など、多くの人が思

い思いに暗い見通しを表した。私自身同じ印象を抱いているのだが、それがなぜなのか改めて

自問してみると、学習者数の減少が主な理由であるように思う。勤務校では、いくつかの学部

が数年前から第二外国語を必修から外したことで、また、中国語、韓国語を選択する学生が増

加するに伴って、フランス語学習者は減少し続けている。しかしこのような状況にありながら

フランス語を選択する人に目を向けるならば、しかたなく、なんとなくフランス語を選択して

いる人は少ないはずである。つまり、現在のフランス語学習者は内発的に動機付けられた人の

集まりであり、フランス語教育の需要は、量的には低下していても質的には高まっているとも

いえる。そうであれば、今フランス語教育の未来について考えることは以前にもまして必要な

のではないだろうか。そのあるべき姿は対象となる学習者によって様々であり、一つの正解が

あるわけではない。私は人文学部フランス語学科に所属している立場から、フランス語を専門

とする学習者を想定したフランス語教育の未来について考えていることを以下に述べる。 

このような立場からフランス語教育を考えたとき、真っ先に思い浮かんだのは「就職」の問

題であった。フランス語を専門とする学生の中には四年生になると「これまで一所懸命フラン

ス語を学んできたが、これが自分の将来にどのように生かせるのか」と悩む人がいる。大学生

活を学業に打ち込んだ学生ほどこの悩みは強いようだ。入学時は純粋な興味からフランス語学

科に入ったとしても、努力を積み重ねたフランス語を自分の武器にしたいという気持ちは痛い

ほど理解できる。このように、専門科目としてのフランス語教育の未来を見据えたとき、大学

の出口とその後の接続の問題を無視することができない。そしてこれは、少なくとも中等教育
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で教師という一定のポストがある英語や日本文学とは異なるフランス語の弱みである。解決策

を提示できるわけではないが、同じ問題意識を共有している教員と意見交換できればと思い、

あえて指摘しておきたい。 

もう一点、就職との関係で浮上する問題は、就職活動を境に生じる学生の活動の質的変化で

ある。入学以降、フランス語の文法、会話、文学、言語学を学び続けた学生が、三年の後期か

ら突然、適性診断、エントリーシート、SPI 試験対策といった、それまでのフランス語学習と

異質な活動に専念することになる。これは現在の新規大卒者採用システム自体が内包する問題

であって、フランス語教育に限ったことではない。しかし個人的にはこのギャップをなんとか

解消したいという思いが強い。ところで就職活動と一口にいっても具体的な活動は様々である。

例えば自分自身の長所、短所を把握するために自己分析を行う。また、エントリーシートには

自己 PR、志望動機を記入しなければならない。こうした作業に向き合う学生と接しながら感

じたことは、彼らの行っていることが語学教育とそれほどかけ離れているだろうか、むしろ他

分野の学問に比べ親和性が高いのではないかということだ。フランス語学習と就職活動の隔た

りは、学生が集団の一部として扱われる私の授業と学生が個人として扱われる就職活動の隔た

りではないか、複数の他者がいる授業という場を生かして、互いを通して己を見つめ直すこと

ができる環境を作るべきではないか、このように思い至った。 

新年度が開始した現在、フランス語を専門とする学生の演習クラスを担当している。このク

ラスは、内容が全面的に教員に任されており、ターブルロンドで西岡氏から受けた質問の一つ

「なんの制約もないとしたら、してみたい授業」をまさしく実践できる場である。上記のよう

な思いから、他者を通して自己を知り、そしていかに自己を表現するかを実践する授業を目指

している。だが目下のところ、フランス語学習が疎かになりすぎているという印象が強い。過

去の RPK の紀要には、このような試みの手掛かりとなるような実践報告がいくつもある。試

行錯誤を重ねながら、引き続きフランス語教育のこれからについて考えてゆきたい。 
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