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Rencontres Pédagogiques du Kansaï 2012

Avant-propos

Les XXVIèmes Rencontres Pédagogiques du Kansaï se sont tenues au Centre
franco-japonais – Alliance française d’Osaka les 30 et 31 mars 2012 et ont réuni 142
participants pour 29 ateliers principalement articulés autour des deux thèmes : « Comment
élaborer / utiliser notre matériel didactique ? » et « Conception de la communauté
d’apprentissage ». D’autres questions ont également été abordées telles que le stage en
didactique du français au Québec, l’essai de cours de français en visioconférence, les
finalités et les objectifs de l’enseignement / apprentissage du français, etc., ainsi que 5
ateliers-présentations d’éditeurs-libraires.
La table ronde portant sur la « Conception de la communauté d'apprentissage du
français » a présenté différentes tentatives de création d’une communauté d’apprentissage
du français dans 3 établissements universitaires au Japon. Elle s’est achevée par une
discussion animée sur la formation de cette communauté d’apprentissage et sur les outils
qui y contribuent.
Nous avons également eu l’opportunité d’avoir deux précieuses interventions « de
l’extérieur » : conférence

de

Michel

Candelier

de

l’Université

du

Maine

et

atelier-conférence de Bertrand Lauret de l’Université de Paris III. M. Candelier a exposé
les mérites des approches plurielles des langues et des cultures afin de promouvoir la
formation et l’éducation plurilingues et interculturelles. B. Lauret a présenté diverses
méthodologies pour élaborer le matériel pédagogique en phonétique.
Pour finir, nous vous rappelons que notre bulletin est ouvert à tous les participants des
Rencontres Pédagogiques du Kansaï, qu’ils aient ou non animé un atelier. Vous y
trouverez toutes les informations concernant les conditions de publication et nécessaires à
la rédaction des articles aux rubriques « Ecrire dans le bulletin des RPK » et « Indication
de formatage ». Vous pouvez également nous contacter à l’adresse suivante :
contact?rpkansai.com.
Bonne lecture et rendez-vous en mars 2013 pour fêter le vingt-septième anniversaire des
Rencontres Pédagogiques du Kansaï.
Rika HIRASHIMA
6 juillet 2012
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Thème 1

LA CLASSE SANS MANUEL : LE COURS OU LA
SÉQUENCE DE COURS VIDÉO
GARRABET Christophe
Centre franco-japonais / Alliance française d’Osaka
Institut Franco-Japonais du Kansaï
cgarrabet?yahoo.co.jp

Depuis l’introduction de la cassette VHS en classe de FLE il y a une vingtaine
d’années1, avec notamment des manuels comme Avec Plaisir, À vous la France, ou un peu
plus récemment Reflets, l’utilisation du support vidéo n’a cessé de se généraliser. Ainsi,
aujourd’hui, beaucoup de livres, qu’ils soient faits spécifiquement pour des apprenants
japonais, comme Pierre et Hugo, Elle est gourmande… ou non (on pense à Version
Originale, Agenda…), comportent un DVD avec, le plus souvent, des activités liées aux
savoirs construits ou aux compétences travaillées dans chaque chapitre.
S’il m’arrive d’utiliser ce matériel fourni par les éditeurs, ma pratique est pourtant
généralement différente. J’ai été amené, par obligation puis par choix, à utiliser beaucoup
de supports vidéo « originaux », (des vidéos authentiques, non encore « didactisées ») dans
mes classes, pour compléter des manuels ou même pour les suppléer. Je voudrais ainsi
montrer, à travers mes expériences de classe et les réflexions qui en sont nées, les
questions auxquelles j’ai été confronté et les réponses, très imparfaites, que j’y ai
apportées : pourquoi élaborer un cours ou une partie de cours sans manuel, avec des vidéos
authentiques ? Comment le faire et pour quels résultats ?
1. Typologie des supports et des cours
1.1. Les « vidéos authentiques »
La désignation « vidéo authentique » regroupe tous les documents vidéo n’ayant pas
été conçus spécifiquement pour l’enseignement du français à un apprenant nonfrancophone. S’ils représentent donc la majeure partie des documents vidéo accessibles, ils
ne sont pourtant que très peu utilisés en classe, certainement parce que le temps de
préparation qu’ils nécessitent effraie bon nombre d’enseignants. Ces documents bruts 2
présentent néanmoins des avantages qu’il serait dommage de négliger : tout d’abord, leur
dimension culturelle d’ouverture sur le mode francophone peut captiver les apprenants ; de
plus, leur authenticité garantit que l’acte de langage, verbal (accents, prosodie…) ou non
(gestes, mimiques, distance physique entre les interlocuteurs…), se fait dans une situation
de communication naturelle, respectant les conventions socioculturelles et ayant recours à
1

Les premières méthodes avec VHS (En français, En France comme si vous y étiez, Les Français comme
chez vous) datent des années 1960-1970, mais elles étaient réservées à un public très restreint (les
ambassades en particulier).
2
Les vidéos de TV5Monde ne sont pas inclues dans cette étude, car si elles sont authentiques, elles sont déjà
didactisées. De plus, pour les personnes souhaitant travailler avec TV5 en créant leurs propres activités, il est
conseillé de consulter l’article de C. Pelissero, « Enseigner avec TV5 », Rencontres 24, pp.45-49.

Rencontres Pédagogiques du Kansaï 2012ssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss
l’implicite, bien plus que dans des vidéos pédagogiques faites sur mesure ; ensuite, l’image,
mais aussi la musique, les éléments scripto-iconiques… permettent de saisir un sens
linguistique complexe qu’il serait bien plus difficile de faire comprendre avec un autre
support ; enfin, les moyens économiques de réalisation qui ont été les leurs, tout comme
leur souci de divertir, apportent une qualité supérieure aux vidéos authentiques, ce qui peut
être très motivant pour les apprenants.
Les vidéos authentiques ont aussi pour elles d’être très nombreuses et très facilement
accessibles, grâce à la télévision, aux DVD et maintenant à internet, même si leur diffusion
est soumise à des lois très strictes 3 . Il n’en demeure pas moins que la diversité des
documents vidéo authentiques en fait un support pédagogique de tout premier ordre :
richesse des formats (du plus court, le flash info, au plus long, le film), multiplicité des
genres (interview, émission de télé-achat, bulletin météo…), représentativité des types de
discours (narratif pour un film, descriptif pour une émission de voyage, injonctif pour une
émission de cuisine, explicatif pour un reportage, argumentatif pour les débats) et variété
des objectifs (divertir pour un clip ou un film, informer pour un journal télévisé, enseigner
pour un documentaire, convaincre pour la publicité).
1.2. Les cours vidéo
Utiliser une vidéo en classe nécessite bien évidemment un équipement minimum
adéquat : un support (VHS, CD ou CD-ROM, DVD ou DVD-ROM, Blue-Ray Disc, clé ou
disque dur USB, connexion internet), un lecteur (magnétoscope, lecteur DVD, ordinateur)
et un écran (téléviseur, rétroprojecteur et écran ou un mur blanc, TBI). On peut enregistrer
facilement des documents sur beaucoup de sites internet avec des logiciels gratuits comme
Realplayer, par exemple les reportages de France 24 ou des bandes-annonces, teasers ou
extraits de film sur des sites officiels.
La vidéo peut être utilisée dans quasiment n’importe quel type de cours, qu’il y ait ou
non un manuel, et à des fins diverses. Dans une classe sans manuel, elle peut être le
support principal du cours, et avoir une fonction moteur puisqu’elle est seule médiatrice du
sens. Dans un cours de cinéma, où chaque séance est consacrée à l’étude de quelques
séquences, accompagnées pour certaines de transcriptions, les quatre compétences
(compréhensions orale et écrite, expressions orale et écrite) sont travaillées à travers des
activités d’observation, de décodage, de formulation d’hypothèses, de reformulation, de
résumé… Elle peut aussi être un des supports parmi d’autres du cours, pour travailler la
compréhension orale bien entendu, mais aussi pour servir de déclencheur à d’autres
activités sur leur contenu culturel ou informatif. Je m’en sers ainsi dans les cours de
français des affaires pour introduire le thème de la leçon (un reportage de France 24 sur
l’exportation des grands vins français en Chine pour commencer un cours sur le marketing).
Dans une classe avec manuel, elle peut, qu’elle soit utilisée au début, au milieu ou à la fin
du cours, avoir une fonction illustrative, pour montrer un contenu linguistique précis (point
de grammaire, acte de paroles, lexique…) dans un décor social concret et identifiable, ou
une fonction de déclencheur, telle qu’elle vient d’être définie. À l’université, je m’en sers
principalement au début pour introduire le point du cours ou au contraire à la fin pour le
vérifier et le mettre en pratique.
2. Construction du cours
2.1. Choix de la vidéo
3

Avant de montrer de tels documents en classe, mieux vaut se renseigner dans son institut ou son université !
Même si on considère que ces documents sont du matériel pédagogique, il faut rappeler qu’il est illégal de :
diffuser dans son intégralité un film en streaming, utiliser un DVD loué, modifier une vidéo…
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On l’a vu, utiliser une vidéo en classe n’est ni le fruit d’un hasard, ni une décision
improvisée pour introduire un peu de diversité dans son cours, en rompre la routine. Elle
suppose que l’enseignant se soit posé préalablement les questions suivantes : de quel type
de document ai-je besoin, et pour travailler quelles compétences ? De quel niveau sont les
apprenants ? Quel est mon projet d’enseignement en amont et en aval de ce document,
comment s’insère-t-il dans un cours, une séquence trimestrielle, semestrielle ou annuelle ?
L’étape du choix de la vidéo est donc primordiale, et elle ne peut faire l’économie d’une
confrontation avec les descripteurs des niveaux du CECR, d’une analyse pré-pédagogique
du document et de l’élaboration d’une fiche pédagogique 4 . La question du niveau est
néanmoins la plus épineuse : l’apparente difficulté des vidéos authentiques a vite fait de
rebuter les enseignants les mieux intentionnés. Néanmoins, l’exemple de TV5, qui pour un
même document propose des fiches d’activités de niveaux différents, montre que le
document vidéo est un support souple, utilisable à divers degrés, et qui s’adapte aux
exigences du professeur. La complexité n’est, d’ailleurs, pas toujours là où l’on croit, et ces
quelques pistes peuvent aider à choisir son document : la vitesse du débit est la source
majeure de la difficulté, et non la longueur du document ; plus le contenu socioculturel est
riche, plus le document est complexe ; s’il y a redondance entre le son et l’image, la
compréhension est facilitée. Ces remarques simples m’aident à choisir mes vidéos et à
surtout à adapter les activités que je propose en fonction des documents sélectionnés. Par
exemple, dans le cas d’un cours utilisant un reportage de journal télévisé, où l’information
est souvent concentrée et le débit du journaliste donc très rapide, on demandera d’abord de
repérer des éléments simples avant de les faire interpréter, pour accompagner l’apprenant
dans une compréhension plus fine du reportage. L’exemple suivant a été utilisé dans un
cours de français des affaires et est tiré du site France24 (reportage « Le courtier MF
Global touché par la crise ») :
Transcription (non donnée pendant les exercices)
Le groupe a publié tout récemment une exposition de 6,3 milliards de dollars à la dette européenne,
notamment italienne et espagnole, soit près de 10% de ses actifs. Quand les investisseurs ont su que
le groupe était fragilisé par la crise, ils ont retiré leurs fonds, le cours en bourse s’est effondré,
entraînant des retraits encore plus nombreux.
Partie 1
a- MF Global a acheté des obligations :
□ italiennes
□ espagnoles
□ argentines
□ nord-coréennes
b- Cette exposition à la dette de certains pays représente :
□ un peu moins de 10% de ses actifs
□ un peu moins de 6% de ses actifs
□ un peu plus de 10% de ses actifs
□ un peu plus de 6% de ses actifs
Partie 2
a- Expliquez pourquoi MF Global a fait faillite.

2.2. Élaboration de cours avec des documents vidéo
Le choix d’une vidéo ne pouvant se faire qu’en rapport à son utilisation en classe, il
est nécessaire de penser son intégration dans un cours ou dans une séquence longue de
plusieurs cours pour que son travail soit réellement efficace. Je voudrais ici en présenter
quelques exemples nés de ma pratique.
a) la séquence et le cours vidéo

4

Je renvoie, pour plus de détails, à l’article de C. Pelissero cité plus haut, en particulier la section « comment
choisir une vidéo ? » pp 47-49.
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Je suis amené à utiliser exclusivement la vidéo dans mes cours de cinéma de
l’Alliance Française d’Osaka et de l’IFJK, destinés à des niveaux intermédiaires B1-B2.
Chaque session étant consacrée à l’étude d’un film dans son intégralité, la construction de
la séquence est simple : elle suit le déroulement du film, à raison d’en moyenne 10 minutes
par séance (soit des films de 100 minutes en général, ce qui est une longueur standard). La
première partie du cours est consacrée à une discussion sur le film (résumé oral des
séances précédentes, hypothèses sur la suite…) permettant de travailler principalement
l’expression orale. Suit le visionnage des 10 minutes de la séance, d’abord en intégralité,
pour s’assurer de leur compréhension globale, puis segmentées, pour travailler la
compréhension fine, parfois à l’aide des sous-titres pour sourds et malentendants. Enfin,
avec la transcription d’un des segments donnée à la séance précédente, l’étude en détail
d’un dialogue, choisi pour sa représentativité d’un point de langue ou d’un aspect culturel,
pour son importance dans la construction du film ou sa difficulté, peut être menée. Elle
s’accompagne d’exercices (faits à l’avance en devoirs) sur la langue, sur la compréhension
du texte, ou d’une production, pour permettre de travailler aussi les compétences écrites de
lecture et d’écriture. En voici un exemple, partiel, tiré d’un cours sur Les Émotifs
anonymes de J.-P. Améris, où le texte se prête à l’étude de la narration puisque le
personnage principal raconte comment elle est devenue chocolatière :
Angélique (en voix-off) : Le seul problème, c’est qu’il fallait que personne n’____________
[apprendre] que c’est moi qui ____________ [faire] les chocolats, sinon ça m’aurait bloquée. Je
____________ [ne pas pouvoir], quoi… Alors, pour que personne ne ____________ [savoir] que
c’était moi la chocolatière, Monsieur Mercier ____________ [avoir] l’idée de raconter que, moi,
j’effectuais juste la livraison… Et que la personne qui fabriquait les chocolats, c’était un ermite, qui
vivait caché, dans le fin fond du Vercors… Les chocolats Mercier ____________ [se mettre] à se
vendre de plus en plus et tout le monde, dans le milieu de la chocolaterie, se demandait qui pouvait
bien être cet ermite, et pourquoi il voulait rester anonyme... une petite légende… J’ai vécu sept ans
comme ça, je fabriquais les chocolats chez moi, cachée, inconnue… le bonheur !
1) Dans la première transcription, conjuguez les verbes entre crochets au temps approprié.
2) Imaginez ! Pourquoi Angélique, qui a rendu le magasin de M. Mercier très populaire, n’y
travaille plus ? Racontez la suite.

b) le moment de travail vidéo au sein d’un cours
À l’université, il m’arrive fréquemment d’utiliser la vidéo de façon beaucoup plus
ponctuelle, pour introduire ou illustrer de façon vivante un point de langue ou de
grammaire, travaillé aussi avec le manuel. L’exemple suivant a servi pour les cours
d’orientation de deuxième année dans des classes où les étudiants viennent de facultés
différentes, pour leur permettre de faire connaissance tout en rappelant les structures des
présentations. J’ai utilisé les quatre premières minutes de Prête-moi ta main d’É. Lartigau,
où le personnage principal se présente et présente sa famille, et le manuel de la classe, Le
français au Quotidien 2. Après avoir passé une première fois la vidéo, j’ai demandé aux
étudiants de me dire (en japonais) ce qu’ils avaient vu, pour m’assurer que tous avaient
compris qu’il s’agissait d’une scène de présentation. Puis j’ai repassé la première et la
dernière minutes, afin qu’ils complètent les deux petites phrases suivantes, qu’ils ont
répétées en mimant l’acteur A. Chabat, avant de donner leurs propres informations. Ils se
sont ensuite présentés les uns aux autres dans la classe. Une fois cette étape terminée, on a
étudié le manuel dans lequel on trouve d’autres phrases-types servant aux présentations, en
particulier des questions. Les étudiants ont dû compléter un mini-dialogue et le mémoriser
avant une nouvelle fois de se présenter plus complètement.
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JE M’APPELLE SHOGO
1- PRÊTE-MOI TA MAIN
A : Je ___________ Luis Costa, j’_____ 43 ans, je _________ célibataire, parisien, capricorne.
A : Je ___________ Luis Costa, j’_____ 43 ans, je _________ célibataire, je ________ très bien,
très.
18 : dix-huit 19 : dix-neuf 20 : vingt 21 : vingt-et-un 22 : vingt-deux
étudiant(e) en première / deuxième / troisième / quatrième année
(étudiant(e)) en agriculture / en diététique / en biologie
Bonjour, je ___________, j’_____ ans, je _________, et toi ?
2- LE FRANÇAIS EN SITUATION (PAGE 11)
A : Bonjour, tu _________ comment ?
B : Je __________, et toi, tu __________ comment ?
A : Je __________. Je ______ étudiant(e) en ______________.
B : Moi, je ______ étudiant(e) en ______________. J’____ ans, et toi, tu as quel âge ?
A : J’____ ans. Je viens de _______, et toi, tu viens d’où ?
B : Je viens de _______.

Pour conclure, le résultat le plus probant de l’utilisation des vidéos authentiques dans
mes classes est l’accroissement de la motivation des apprenants : motivation d’être au
contact d’un document vrai, beau et attrayant ; motivation née d’une nouvelle
appréhension de la classe, lieu de la surprise et d’une façon autre d’apprendre ; motivation
due à une démarche réfléchie qui, à l’heure des pédagogies actionnelles, présente un
français en contexte. Son principal problème est la pérennisation d’un travail fait par
essence en dehors du manuel, sur des feuilles volantes qui se perdent et s’oublient vite. À
cela, un élément de réponse : faire en sorte que l’exploitation de la vidéo ne soit pas un àcôté du cours mais en soit une partie intégrante, grâce à une progression réfléchie et à la
présentation d’une copie support mêlant exercices, cours et questions sur la vidéo.
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日本人学習者が運用能力を身につけるための
教材作成と授業展開のヒント

平嶋

里珂

HIRASHIMA Rika
Université Kansai
rika3?kansai-u.ac.jp
０．はじめに
筆者は大学の第二外国語としてフランス語の授業を担当している。授業は週 2
回 2 年間でおよそ 200 時間の学習時間になる。授業の主眼はフランス語の基礎的な
運用能力を身につけることであり、教科書は主にフランス製の総合教材を用いてい
る。コミュニケーティヴ・アプローチ以降のフランス製の教科書は機能・概念シラ
バスを採用したものがほとんどで「伝える意味」から具体的な言語使用の場を設定
し、言語形式の学習に至る構成を取っている。2000 年以降はヨーロッパ言語共通
参照枠（CECR）のレベル設定に準拠したタスク・ベースの教科書が多い。この小
稿では、このような教科書を使用した授業経験を通じて見つかった問題点の改善策
を通じて、日本人学習者が運用能力を身につけるための教材作成および授業展開の
ヒントを述べる。
１．問題点の整理
運用能力の養成を目指したフランス製の総合教科書といってもその特徴は様々
であり、教科書およびその教授法に内在する問題を画一化することはできない。そ
れでも、同じ傾向の教科書を用いて複数年授業を行った結果、次のような利点と問
題点が見られた。
利点
・ 学習者の達成感
初期の段階から自己紹介、自分の住居の説明、道案内など身近な状況における具
体的な言語行為によって社会的活動が行え、短期間の学習で旅行や短期語学留学な
どに直結する学習成果があげられる。
・ 初級学習者のコストパフォーマンスの高さ
日本人にとって名詞・形容詞の性数変化や動詞の学習はフランス語の文法学習を
困難にするものの１つである。コミュニケーションの目的に応じて文法要素の学習
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順序や量を調整することにより、コミュニケーション活動を達成するために必要最
小限の文法学習が可能になる。動詞を例に取ると、ほとんどすべての教科書の最初
の学習テーマになっている「自己紹介」を行う課では、「自分のことを言う」、「相
手に尋ねる」、「第 3 者のことを言う・尋ねる」という基本的なコミュニケーション
を行うために、être、avoir、第一群規則動詞（aimer, habiter）、s’appeler の 1・2・3
人称単数形のみが提示される。
・ 文法学習の意味付け
このタイプの教科書には機能・概念シラバスが採用されているので、文法はメッ
セージを伝えるための表現手段の一つとして認識されやすい。（買い物をする際に
バッグを指差して）J’aime bien ce sac.というように、文法要素（指示形容詞 ce）の
働きがメッセージの意味作用の中で感じられれば、文法の機能は理解されやすくな
る。
問題点：
・ 機能・概念シラバスに内在する文法学習の問題
すでに述べたように、機能・概念シラバスを採用した教科書ではコミュニケーシ
ョンのテーマに応じて複雑な文法事項が複数の課にわたって学習されることが多
い。先に挙げた動詞の外にも、所有形容詞、複合過去形、名詞の男性形・女性形、
品質形容詞の性数一致などがこの例である。スピーチ・アクトに従って文法項目の
限られた用法を学習するため文法学習に必要な労力は減る一方で、語学要素の機能
を体系的に理解することは困難になる。例えば、会話練習で具体的に動詞を使うこ
とはできるが、文脈を離れて動詞の不定詞と活用形を言うことはできない、規則動
詞の変化の仕方がなかなか覚えられないなどの問題が起こる。具体的な文脈で言語
を使えればよいという見方もあろうが、第二外国語学習のようにインプットの量が
限られている場合、ある程度の体系的な文法の知識がないと別の文脈で応用するこ
とは難しい。
・ システマティックな練習の欠如
フランス製の教科書の導入資料は学習テーマや内容を大まかに理解するために
提示されているものがほとんどである。導入資料（短い会話または読み物）を扱う
教授法としては、写真やイラストなどを援用しながら若干の語彙を導入し、テーマ
に関する学習者の背景知識を活性化させて会話を聞き、内容を大まかに理解する方
法が取られている。この際、会話の細部を解説することはほとんどなく、録音を数
回聴いて聞こえたことを拾い出し、内容の理解は理解度チェック問題（ex.会話の
内容に合ったものを選ばせる）で行われることが多い。また、コミュニケーティヴ・
アプローチ以来、各課で提示されるモデル会話の繰り返し練習は徹底されていない
ため、導入資料の言語データは運用能力を身につけるための発話モデルの役割を果
たしているとはいえない。また、パターン・プラクティスのように網羅的に言語形
式の操作能力を養成する練習も減少している。さらに、語彙学習とメッセージの意
味を伝えることが重視されているため、総体的に言語形式の学習の比重が軽くなら
ざるを得ない。このような教授方法の結果として、理解があいまいなままにとどま
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り、さらに基本構文の練習不足により言語形式が定着しにくいように思われる。
・ 読解練習不足と読解能力の低さ
初級の学習においてはリーディングとライティングの作業が少ないことに加え、
大まかな理解（compréhension globale）を目指す傾向が強く、分析的に読解作業が
行うことがほとんどない。結果として学習者の内容の理解の仕方も構文の意味を正
確に捉えず感覚的な理解に止まっていることが多い。学習の初期段階で同じような
テーマの文章を理解するだけであれば感覚的な理解でも事足りるのだが、テーマや
文脈が変わったり、学習段階が進んで文章の難易度が上がると内容を理解するのが
困難になる。
・音読作業の欠如
音と綴りの関係はフランス語学習を困難にしているものの一つであろう。フラン
ス製の教科書は個々の発音や綴りの読み方よりも、イントネーションやリズムの習
得を強調しているものが多く、体系的に綴り字の発音を学習しにくくなっている。
また、「文を正しく音読する」ことがスキルとして明確に設定されてもいない。学
習者の中には、授業中に教師の後についてリピート練習している時には問題なく発
音できていても、自分一人で文を音読すると間違う、授業中に習った文については
音読できても初めて目にする文は読めないなどの傾向がかなりの割合で見られる。
学習のごく初期であれば、リピート練習した文を暗記することで事足りるであろう
が、いつまでも自分で書いた文を正しく読めないという状況が続くと、学習に支障
が出る。
・導入資料の難易度
多くのフランス製の教科書は導入資料に短い会話や読み物を使い、聴解練習や大
まかな読解練習を取り入れているが、これらの導入資料は難易度が高く、教授用指
導書通りに行っても日本人学習者は資料の内容を把握できないことが多い。加えて、
少なからぬ数の学習者に外国語学習の前提となる社会文化的一般常識が欠如して
おり、導入資料の理解をさらに困難にしているように思われる。
２．教授法の改善に向けての考察
上記の問題点の大部分は筆者の教授経験から浮かび上がってきたもので、いわば
主観の域を出ていない。しかし、外国語学習者の学習方略を比較研究した竹内（2003、
pp104-105）1)によれば、上記に挙げたリスニングやリーディング作業の曖昧さ、
音読練習及びモデル文の暗記やパターン・プラクティスの欠如は下位成績グループ
が用いる学習方略の特徴であるという。英語の上位成績者グループは下位成績グル
ープとは反対に、学習の初期から深く詳しくリスニングを行う、基本例文は大量に
徹底的に暗記する、パターン練習を頻繁に行う、繰り返し音読練習する、等の方略
を用いており、学習の中期以降ではリーティングで分析的な読解方法も取り入れて
いる。もちろん、社会的文脈が異なる英語学習とフランス語学習を単純に比較する
ことはできないのだが、大学の第二外国語教育の目標の一つに、「後の学習の基礎
となりうる初歩的運用能力の習得を目指す」ことが含まれるのであれば、現在のフ
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ランス語教授法の方法論について、少なからず見直しを図るべき部分があると考え
ざるを得ない。少なくとも、フランス製の教科書で推奨されている方法論をそのま
ま日本語を母語とする学習者に使うことはあまり望ましいとは言えないだろう。
もちろん、筆者は決して文法講読偏重主義あるいは 1960 年代のＡＶメソッドの
時代の理論や方法論への立ち返りを主張しているのではない。現在のフランス製の
教科書で採用されている機能・概念シラバスや、大まかな理解などの基本的な教授
方針を頭から否定しているのでもない。英語教育でかなり前からフォーカス・オ
ン・フォームという、意味の伝達を基本とする言語活動に文法教育を効果的に取り
入れる文法指導 2)が行われているが、筆者の考えるところもこれと同様で、現在の
教授法を尊重しながらも、そこに文法・語彙の習得のための練習を融合させ、日本
語を母国語とする学習者の潜在的弱点である文法力・語彙力を補い、バランスのと
れた運用能力の基礎を築くことが主眼である。
３．教材作成と授業展開例
以上の基本的方針に基づき、日本語を母語とする初級の学習者がバランスのとれ
た基礎的運用能力を習得できるように作成した補助教材とそれを用いた授業展開
例を紹介する。
語彙・基本文型・文法の定着
基本語彙や文型あるいは文法の操作能力を習得するためには、言語の使用機会を
増やすことが大切である。第二外国語の限られた学習時間で使用機会を増やそうと
思えば、意識的に特定の言語形式を使わせるような練習を考える必要がある。
まず、初級の基本語彙は記憶に残りやすいようにできる限りイラストを添えて提
示し、イラストを見ながら語彙の発音練習を行う。次に語彙を記憶する時間を与え、
その後イラストだけ見せて語彙を言わせる、あるいはイラストに語彙を書いた紙を
張り付けていく、などの作業をして語彙の記憶を試みる。
各課の基本文型については機械的な練習に終わらないように、スピーチ・アクト
をベースにして、具体的な文脈をもったパターン・プラクティスを行い、コンテク
ストの中で基本構文と動詞の活用形の習得を試みる。例えば「日常の時間の使い方」
がテーマであれば、新出語彙に応じて、家を出る時間、大学に着く時間、週何回ア
ルバイトをするか、などを練習する。練習する問題はあらかじめプリントに質問文
だけを記載しておき、学習者は質問を見ながら口頭でやりとりを行う。次に練習し
た答えを筆記し、さらに質問文と答えの文を音読して音とつづりの関係を確認でき
るようにする。各課の導入資料のリスニングを行う前にこのようなパターン練習を
行えば、新出語彙や基本のスピーチ・アクトがインプットされ、無理なく聞き取り
作業につなげることができる。
名詞と限定辞の性数一致や冠詞と前置詞の縮約など文法事項については、例文と
共に規則を事前に提示し、語彙の定着も兼ねてパターン練習を行う。例えば、街の
中にある公共の場所と前置詞と冠詞の縮約が学習要素であれば、café, musée, cinéma,
poste などを語彙として導入し、口頭で Je, aller, café →Je vais au café. Je, aller, poste
→ Je vais à la poste.などのパターン練習を行う。口頭練習した文は音読や筆記の小
テストなどで必ず音と綴りの関係を把握させるようにする。
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構文のインプット及びスピーチ・リーディングモデルと音読練習の補足
各課の学習項目を多く含んだ短いスピーチや文章のモデルになりうる文章（ex.
一日の時間の過ごし方を語る短い文章：時間表現と基本動詞を使った文で構成され
ている）は何度も繰り返し音読し、基本構文及びモデル文章の定着を図る。このよ
うな練習についても、単調にならないように複数の技能をスパイラル的に組み合わ
せた総合練習を行う。例えば、①最初はリスニング問題として大まかに内容を理解
する（この際、聞き取る内容の半分以上について口頭練習した文型や基本語彙が含
まれる方がよい）、②その後文章を見て内容を深く理解する、③理解できたところ
で音読練習を行うというように段階を踏んで練習を行うことで、無理なくまとまっ
た文章の内容を理解し、音読練習につなげられる。練習した文章を次回の授業でミ
ニ・スピーチまたは音読の小テストにすると練習量をさらに増やすことができる。
学習内容の意識化・体系化
各課のテーマに応じた新出語彙・文法事項は筆記練習問題とともにプリントにま
とめ、語彙の意味はワークシート式に自分で意味を記入できるようにする。動詞の
活用は各課に分散して提示するが、ある程度まとまったところで活用タイプごとに
まとめた動詞の活用プリント（ワークシート式）を配付、復習をかねて動詞の人称
変化の全体像を把握させ、必要に応じて口頭の活用練習を補足する。試験前には、
各課のテーマと文法・語彙の関係をまとめたもの及び文法解説のまとめを大学のイ
ントラネットにアップし、学習者は必要に応じて復習に活用する。
文化的基礎知識の捕捉
フランス並びにフランス語圏の文化が学習テーマと深く関わっている場合、映像
とともに語彙を導入して地理や歴史に関する情報を補足する。知識を単に伝えるだ
けでなく、語彙の発音練習と組み合わせる、または導入した語彙を使ってオーラ
ル・イントロダクションでその課の会話文の内容を紹介する。
４．おわりに
以上紹介した練習問題は授業活動のほんの一例であり、授業中の口頭練習でも
様々なフィードバックを行い学習者の意識を文法形式に向けさせる。練習の大部分
は特定の文法・語彙要素を使用することによって習得を目指す暗示的文法指導によ
るものであるが、要所で文法体系を意識化させる明示的文法指導を取り入れ、学習
者がその言語知識を体系化していけるようにしている。学習者の習得の度合いには
もちろん個人差があるのだが、様々な練習と言語の規則の意識化を繰り返すことで、
「表面的に言葉が使える」だけではない運用能力を徐々に身につけていくようであ
る。
注
1) 竹内理（2003）『よりよい外国語学習法を求めて―外国語学習成功者の研究』、松伯社
2) フォーカス・オン・フォームに基づく文法指導の概念については白畑知彦他（1999）
『英語教育
用語辞典』、pp.116-118.を参照
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Thème 1

１冊の教科書を２年間で終えるって？
伊 川
徹
IKAWA Toru
Université d’Ashiya
ikawa?ashiya-u.ac.jp
１週１コマ或いは２コマで、２年間の第２外国語の授業が設定された大学では、
本論のような暴挙は許されないであろう。弊学では基礎教養科目（外国語）として、
英語・フランス語・ドイツ語・中国語・韓国朝鮮語・ロシア語・日本語（留学生の
み必修）が開講されており、全学の学生に、この中から１言語を選択させ、１週１
コマの授業を１年半（６単位）必修させる。学生の人気度も長年上述の順序とて、
これも他大学とは趣を異にする。しかし、小学校５・６年生に対する外国語（英語）
教育が始まって以来、新学習指導要領（第４章外国語活動）に明記されていないに
も関わらず、児童教育学科では小学校教員免許状の取得希望学生は英語・中国語・
ドイツ語のいずれかを選択必修する（理由が解らぬ！）ように指導され、英語以下
の順位が目下ドイツ語・中国語・フランス語と入れ替わりつつある。
弊学には臨床教育学部（教育学科他２学科）と経営教育学部（経営教育学科）が
設置され、１学年の定員は２５０名である。入学式の翌日に新入生オリエンテーシ
ョンが実施され、新１年生は外国語のクラス分けテスト（英語）を受験する。事前
に第１希望から第６希望まで履修科目についてのアンケートが行われており、圧倒
的多数の英語の履修希望者を成績順に３０名単位の習熟度別６クラスに振り分け
る。残りの７０名前後が第１希望として他の外国語を選択した学生諸君だが、両学
部の外国人留学生には日本語を必修させ、国際コミュニケーション教育科生（定員
２０名）には第１外国語として英語を、第２外国語として残りの５言語（日本語を
除く）から１言語（但し、留学生は日本語）を履修させ、それぞれ１週１コマの授
業を２年間（１６単位）必修させる。
弊 学 の 授 業 時 間 割 は １ 日 ４ コ マ （ １ 時 限 目 は 10h00~11h30 、 ４ 時 限 目 は
15h30~17h00）で、土曜日にも授業の配当があり、１週間の総コマ数は２４コマで
ある。語学教育は毎週木曜日の２時限目（12h10~13h40）と３時限目（13h50~15h20）
に集約されており（ご出講頂くドイツ語・中国語・日本語の非常勤講師各位にはご
迷惑な話だ！）、フランス語のクラスでは、１年生は前期の２時限目に français-I を、
後期は français-II を履修する。また、２年生は前期の３時限目に français-III を、後
期は français-IV を履修するが、各言語 I~IV の中、III までが必修であるので、IV に
ついては、基礎教養科目の自由選択科目という位置づけである。その所為か、２言
語共に IV まで１６単位必修の国際コミュニケーション教育科を除き、どの言語も
IV のクラスで受講生が激減する。しかし、それでも善しとすべきなのである。何
故なら、余談であるが、１０年ばかり以前に弊学教授会で、
「英語の remedial teaching
こそ必要な現状であり、第２外国語どころではあるまい」という第２外国語不要論
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が台頭し、これに対抗すべく、「一から学び直すというのであれば、英語も第２外
国語も立場は同じではないか？」と論陣を張ったところ、予期せずこれが奏功し、
現状の６言語から１言語を選び、必修とする制度に落ち着き、弊学の第２外国語は
滅亡を免れたからである。猶、当然ながら、１年生の前期はフランス語、後期は英
語、２年生の前期は中国語などの捩れ履修はできないので、１年生の前期に１言語
を選択して履修し、後期へとこの学習を継続しつつ、２年生前期から他言語 I（１
年生配当）を平行して履修することは差し支えない。
さて、２０名前後のフランス語履修者の大半は（筆者が初めて教壇に立った４０
年前から）常に女子学生だが、フランス語やフランス文化について、往年の如き予
備知識を持った者は皆無である。この人びとに１年半或いは２年間で必要にして十
分なフランス語・フランス文化教育を行うには、どういう教科書が最適で、それを
如何に活用できるだろうか？本論では、この制度/条件下の教科書選定と教育に言
及する。
＊
２０１０年度は新１年生用に小笠原洋子著、白水社刊の Pierre et Hugo（CD/DVD
付・２,６２５円）を、２０１１年度は藤田裕二著、朝日出版社刊の Le Japon, c’est
cool!（CD/DVD 付・２,６２５円）を採用した。恐らく日本中の多くの大学・短大
でこれらが１年間で消化される訳だが、筆者担当のクラスでは、これらを敢えて２
年間で終えようというのである。また、特殊事情であるが、２５年前に刊行したも
のの、当該出版社の廃業によって在庫処分される筈であった自作の文法・読本テク
スト LE FRANÇAIS IDÉAL を貰い受け、長らく保管していた。これを両年度共に学
生諸君に無償配布して、補助テクストとした。出版業法上、些か問題のある行為か
も知れないが、長い年月が経過し、輪郭が黄ばむなど商品価値は殆どないものとて、
学生諸君にプレゼントする分には許容範囲内の行為かと考える。しかし、これが仇
となって、教科書は無償配布されるから、買わなくても良いのだと考える学生の出
現を助長したようだ。
猶、シラバスに仏和辞典を３種類紹介し、
「各自で購入のこと」と伝えてあるが、
２～３名が「電子辞典に『クラウン仏和辞典』
（三省堂）が入っているので、購入
しなくても構いませんか？」と尋ねるので、「検索中の単語のみならず、派生語な
ど関連項目全体が俯瞰できますから、なるべく紙媒体のものをお薦めしますけ
ど・・・」と答えている。しかし、残りの全員が頑として購入を拒むのが常である。
それどころか、２～３名の学生が上記のテクストすら「値段が高い！」などと称し、
遂に最後まで購入を拒否する始末である。
「剣道を教わりたいと現れた者が、防具
は値段が高いので購入しませんと言えば、師匠はこの者に指導が可能か？」と返し
ても、
「Coach 製の高価なバッグを買う前にテクストを買えば？」とコーチしても、
「土佐でも Coach は買える？」の余計な一言の所為か全く効果なしだ。
さて、シラバスの授業計画（内容と方法）には１回目から３回目まで「フランス
語での自己/他者紹介」「やはりフランス語での・・・」「これでもかとフランス語
での・・・」と記してあり、この間には附属の DVD に加え、嘗て使用した他社の
テクストに附属の DVD や VIDEO を織り交ぜ、alphabet や綴字の発音と読み方を学
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ばせつつ、担当者（筆者）はこの間殆ど日本語を使わずに、最初の学生に≪Bonjour,
mademoiselle.≫≪Bonjour, monsieur.≫/≪Ça va?≫≪Ça va, merci.≫/≪Je m’appelle
Toru IKAWA. Et vous?≫≪Je m’appelle Erika YAMADA.≫/≪Ah, bon? Vous vous
appelez Erika YAMADA, hein? Moi, je m’appelle Toru IKAWA.≫と遣り取りし、これを
聞 い て いた 別の 学生 に≪ Bonjour, monsieur. Ça va? ≫≪Ça va, merci. ≫ /≪Elle
s’appelle comment?≫≪Elle s’appelle Erika YAMADA.≫/≪Et vous, vous vous appelez
comment?≫≪Je m’appelle Takeshi NISHINO.≫・・・と２０名前後の学生諸君に次々
と自己/他者紹介の連鎖問答を繋いで行けば、初日から自分のこと、第三者のこと
をフランス語で話せる喜びに浸れる（とシラバスにも書いてある）のである。
こうして毎回２０～３０分の時間配分で授業への導入を図り、
「頭中（あたまじ
ゅう）フランスになったねえ！」とテクストの内容に移行するのだが、４回目の授
業からはこの時間を短縮して、１０～１５分程度に収め、テクストの主題に沿って、
Leçon 1 なら自己紹介、Leçon 2 は Qu’est-ce que tu as?に対して J’ai~で答え、Leçon 5
は Où allez-vous?や D’où venez-vous?にそれぞれ Je vais à~, Je viens de~と答えること
が主題であるので、それらに合わせた内容で担当者と学生及び学生同士の間での遣
り取りを実施する。余談だが、キャンパスで擦れ違う総ての学生に筆者は≪Bonjour!
Ça va?≫と挨拶をするので、誰も彼も、洗脳されて？≪Bonjour, monsieur!≫と
monsieur まで付けて返して来るようになり、≪Ça va?≫に≪Ça va, merci.≫と反応す
る者も現れ始めたのは、フランス語のクラスで板書した「鯖？」「鯖飯！」の情報
漏洩？かも知れない。
＊
さて、Pierre et Hugo はそれぞれ１４歳（の方が大きい！）と１５歳の少年が Paris
から南仏の田舎町でホテルとカフェを経営している Hugo の叔母 Nadia を訪ねる旅
に出るという筋書きで、全１８課で構成され、各課には GRAMMAIRE と本文に沿
った EXPRESSIONS、新出語彙を確認すべく VOCABULAIRE、それらに練習問題
が続くという構成である。本文の各課で交わされる３～４行の DIALOGUE は DVD
の動画で Pierre MACHKOVSKY と Hugo DUFOUR と彼らに絡む出演者よって実に
自然且つ見事に演じられている。それらは interview のような本物ではないのだが、
巻末の CULTURE FRANÇAISE（Paris や地方の見所紹介・朝食の風景・挨拶の仕方・
ジェスチャー・チーズやワインの紹介・パーティーの様子・古式の糸紡ぎなど）か
ら BONUS（出演者２人の NG 集）に至るまで、総てが演出によってドキュメンタ
リーっぽく仕上がっている。小笠原洋子女史によるテクスト本体の綿密な構成と
DVD の監修はもとより、フランス側の演出・撮影スタッフのコラボレーションの
成果である。つまり、このテクストと DVD は互いに不可分の存在であり、DVD は
テクストの援用附属物ではないのである。実は、こうしたテクストの出版は、これ
が初めてではなく、白水社の Bonjour, Paris（中山眞彦・杉山利恵子著）がテクスト
＋VIDEO（la 3e édition では DVD 化）一体化の本邦初の成功例である。
それにも関わらず、本書を採用して暫く経つと、白水社から CD が届けられ、曰
く「ご採用の先生方からフランス語を聞き慣れていない学生には DIALOGUE 部分
が聞き取り難いとのご指摘がございましたので・・・」とスローモーション版の
DIALOGUE を急遽作成したというのだが、それでは折角の本書の最大特色を否定
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してしまうではないか？恐らく学生諸君が聞き取れないのは事実であろう。しかし、
テクストが手許にあるのだから、担当教員は彼らにそのように聞き取れる訓練をさ
せなければならないし、そうしないのであれば、このような document authentique
風のテクストを採用する意味がなくなってしまう。現実には在り得ない擬似（超低
速度）フランス話 Je ne sais pas!や Il ne vient pas?が聞き取れたとしても、フランス
人が日常会話で Sais pas!とか Y vient pas?と発話するのを聞き取れなければ、何の役
にも立たないのだ。事実、筆者のクラスでも学生諸君はテクストを目にするまで、
そうは聞こえなかったと感想を述べているが、逆に日本語をフランス人に教える場
合でも、
「わ、た、し、は、知、ら、な、い」とか「か、れ、は、来、な、い、の、
で、す、か？」と抑揚もなく、ロボットの話すようなブツ切りの合成日本語を奇異
に感じさせ、「分かんない！」とか「あいつ来ないの？」と発話されるのが自然だ
と感じさせるのが語学教育なのである。件の CD の作成を求めた教員の真意を未だ
に理解できないでいるのだが・・・
ともあれ、巻末の CULTURE FRANÇAISE の教育効果は絶大で、例えば se dire
bonjour のコーナーでは、Pierre と Hugo がさまざまな挨拶の仕方を実演しているが、
se faire la bise について、Paris では左右１回、フランスの南部では左右左と３回、
北部では左右更に左右と４回、親愛の情を籠めて家族などが左（右）の１回だけの
場合もある、社長と従業員は bise をせず、≪Bonjour, monsieur le patron.≫≪Bonjour,
jeune homme.≫と握手をする・・・とユーモアたっぷりに紹介する。これに担当者
が「この通りで、私も初めて渡仏したときは面食らいましたね！」とコメントを加
えれば、説得力は倍加する筈だ。語学教育にはこうした文化的背景が不可欠であり、
本書こそはその理想的１冊に相違ない。
これに反して、日本の英語教育の失敗は（この度の小学校に於ける外国語活動の
開始でも一向に改まらず）言語が道具 a communication tool だという考えを維持し
続けていることにあるのだが、言語が道具である筈はなく、言語 la langue は民族
la nation であり、文化 la culture そのものだという考えに立てないでいるのだ。大学
に於けるフランス語やドイツ語教育が成功しているのは、教員組織がこうした観点
を持った人びとで構成されているからに他ならない。
＊
Le Japon, c’est cool!は教科書作りの名人藤田裕二氏の手に成る至れり尽くせりの
テクストである。全１４課が、Paris の Place Charles de Gaulle（の場面を初め、背景
は現地撮影の動画ながら、いずれも対話する２人の登場人物との合成画面だと直ぐ
に分かってしまうのはお粗末？或いはご愛嬌？）で偶然ぶつかり合った日本人留学
生の Yumi とアニメ好きの青年 Alex との Dialogue（４～５行のスローモーション且
つ演出・表情殆どなしで不自然！）で構成されている。各課に本文の内容について
の Questions と Grammaire が設けられ、新出語彙を確認すべく Vocabulaire が続き、
更にフランスの現代文化（とりわけ日本の漫画とアニメがフランスの若年層に幅広
く支持され、それらが彼らを正統な日本文化へと誘う導入役を担っている）を取材
映像で伝えるべく、Civilisation とフランスのさまざまな若者への Interview が附随
する構成である。また、学生諸君の各課についての習熟度を確かめるために「練習
問題解答と小テスト」冊子も用意されるなど教員にとって、これほど使い勝手の良
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いテクストも珍しい。しかし、内容が充実しているだけに、演出と表情なしの
Dialogue の不自然さが際立ち、誠に残念ながら、こればかりは評価できない。
そういう次第で、文字通りテクストの附属品である DVD 冒頭の Civilisation では、
Paris の街中を行き交う多民族を取材撮影し、Interview でも白人以外のフランス人
を意識的に登場させ、彼ら彼女らに≪Je suis français d’origine algérienne.≫とか≪Je
suis française d’origine marocaine.≫と名乗らせることによって、フランスが如何に多
民族国家であるかを理解させる試みが成されている。これに関連して、フランス共
和国 La République française の前大統領 Nicolas SARKOZY 氏が、ハンガリーの亡命
下級貴族の父と、同じく移民であるユダヤ系ギリシャ人の母の間に生まれ、夫人は
ファッション・モデル出身でイタリア人歌手の Carla BRUNI だと解説すれば、教室
のあちこちで、「まさかあ！」「うそ～っ！」
「フランス人じゃないのぉ？」と驚き
の声が上がるのは、やはり多くの日本人にとってフランスが未知の遠国であること
の証左である。また、１９９８年発効の le loi de Madame GIGOU によれば、「フラ
ンスに５ヵ年以上在住し、フランス語を流暢に話し、公序良俗を乱さぬという条件
を満たした上で、当局が許可した者」は、Liberté, Égalité, Fraternité の標語を信奉す
る identité を共有することで、誰でもフランス人になれる訳で、人種や国籍はさほ
ど重要な要件ではないし、そういう法律などなかった時代に、フランスの最初の王
となった Charlemagne こと Charles I er, le Grand ( 742~814 )は Franc（フランク人）だ
し、あの Nabulione Buonaparte こと Napoléon I er ( 1769~1821 )は la Corse の出身だか
ら Génois（ジェノヴァ人）だと説明すると、歴史上の、そして現代の著名な国家元
首が外国人である事実に学生諸君は思考停止状態になるようだ。要するにフランス
では人はフランス人として生まれず（とは言え、生地主義国家であるから、外国籍
の者がかの地で子供を出産すれば、その子は直ちにフランス国籍を取得するが）
、
上述の３つの標語を自らの identité として体現することで、フランス人になってい
くことを理解すれば、何となく納得できる話ではある。同じコミュニケーション主
体の１年生の英語の授業で、果たしてこういうことが語られているのであろうか？
＊
Pierre et Hugo は全１８課構成とて、１年生前期（１４回）は Leçon 0 から 5 まで、
後期（１４回）は Leçon 6 から 9 まで、２年生前期（１５回）は Leçon 10 から 13
までを消化し、残りの Leçon 14 から 18 までは後期（１５回）の français-IV を履修
する国際コミュニケーション教育科生と有志の学生を対象として、最後まで授業を
進めた。Le Japon, c’est cool!は全１４課で構成されており、上述の如く Leçon 0 か
ら 3 まで、Leçon 4 から 7 まで、Leçon 8 から 11 まで、Leçon 12 から 14 までを２年
間で終えた。いずれも１年間で消化するように設計されたテクストを２年間で終え
たのであるから、当然ながら、フランス語それ自体はもとより、文化面についても、
附属の DVD に加えて、３年生配当科目『フランス文化研究 I・II』のために TV 番
組を録画しておいた DVD や VIDEO をその都度援用しつつ、実にゆっくりと時間
をかけて、幾度も同じことを丁寧に繰り返した効果は抜群であり、継続は力なりの
体育系練習に近い成果を得た。実際、体育特待入試を経て入学し、当人が「脳も筋
肉で出来てんねん！」と豪語していた学生は遂に最後までテクストの購入を拒否し
続けたが、６１点を取得、
「先生、面白かったで！」の一言を残し、去って行った。
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Thème 1

Le matériel pédagogique en phonétique
Bertrand LAURET
ILPGA – Université Sorbonne Nouvelle Paris III
bertrand.lauret?univ-paris3.fr

1. Introduction
Pour les enseignants désireux d’inciter leurs étudiants à réaliser un travail spécifique sur
la prononciation et ce suivant la diversité des publics et des situations de classe, les ressources
pédagogiques se trouvent :
• dans les manuels généralistes qui ne proposent souvent que peu d’informations /
explications assorties d’un (très) petit nombre d’exercices ;
• dans les manuels spécifiques de phonétique (souvent aujourd’hui aussi organisés en
niveaux) qui proposent des informations / explications / illustrations détaillées sur la nature du
phénomène phonétique travaillé dans la section (souvent en paires d’opposition), suivis
d’exercices et / ou activités de perception et de production dirigée ou «libre», des
correspondances phonie-graphie, et de documents complémentaires ;
• dans des documents authentiques, bruts ou pédagogisés.
Le point de vue que nous défendons ici est qu’il nous semble plus rentable de sélectionner,
d’améliorer, d’enrichir le matériel existant et de réfléchir à son utilisation optimale en classe
ou hors la classe (ce qui manque le plus dans les manuels) que d’élaborer à partir de rien son
propre matériel.

2. Les manuels généralistes
Hormis les classiques informations rapportées à la prononciation situées en tout début
d’ouvrage (alphabet, correspondances phonies / graphies, leçon 0,…), les manuels
généralistes proposent dans le meilleur des cas une petite section phonétique souvent placée
plutôt en fin d’unité didactique. Cette section présente parfois une rapide explication du thème
phonétique à travailler, ou plus souvent le thème est implicitement précisé dans les consignes
du ou des deux exercices.
On trouve deux cas de figure :
• soit le manuel propose une exploitation d’un contenu phonétique du dialogue
(éventuellement en lien avec des contenus lexicaux ou grammaticaux). Se pose alors la
question de l’identification des contenus phonétiques d’un dialogue, qui semble souvent une
tâche plus difficile que l’identification des contenus grammaticaux. Comment réaliser une
analyse systématique des contenus phonétiques d’un texte ? Il faut d’abord observer les
marques d’oral puis découper le texte en Groupes Rythmiques, observer l’intonation, compter
le nombre de syllabes (rythme) puis détailler la syllabe accentuée (dernière syllabe de chaque
Groupe Rythmique) : syllabe ouverte/ syllabe fermée, Voyelles et Consonnes de la syllabe
accentuée, position fortes et faibles, groupes de consonnes ; en dernier lieu, on observe à leur
tour les syllabes inaccentuées. Des contenus, tant suprasegmentaux que segmentaux
apparaissent alors comme plus récurrents que d’autres.
• soit le manuel organise les contenus phonétiques suivant une logique propre de progression
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sans lien (ou occasionnel) avec le dialogue.
Il n’est pas rare de trouver un mélange de ces deux cas dans les manuels, le lien de la section
phonétique avec le dialogue étant parfois transparent, d’autres fois sans rapport apparent
direct.
Quelle que soit la structure adoptée, la meilleure utilisation de ce matériel nous semble devoir
respecter les étapes suivantes :
1. Définition d’un objectif phonétique explicite (discuter en classe de son utilité) ;
2. Exercices de perception (avec des retours sur l’écoute les extraits adéquats du dialogue) ;
3. Partage d’informations sur l’objectif (articulatoires, acoustiques, esthétiques, aides
visuelles, intégration corporelle, …) ;
4. Exercices de production : répétition des extraits du dialogue mais cette fois-ci centrée sur
un objectif phonétique + exercices proposés par le manuel.
5. Retours d’expérience.
Rappelons ici que les procédures d’échauffements physique et vocal sont une bonne façon de
commencer un cours, de mobiliser les étudiants phonétiquement parlant.
3. Les manuels de phonétique
Les manuels spécifiquement consacrés à la phonétique organisent généralement leurs
contenus en : caractéristiques suprasegmentales (intonation, rythme, rarement l’accentuation),
et principalement les caractéristiques segmentales (voyelles et consonnes). Les déclarations
d’intention des auteurs présentées en introduction permettent à l’utilisateur éclairé qu’est
l’enseignant de comprendre comment le matériel proposé est conçu, tant d’un point de vue
théorique que d’un point de vue pratique, afin d’utiliser au mieux ces contenus en les
confrontant entre eux (de manuel à manuel) suivant les choix méthodologiques et
pédagogiques propres à chaque enseignant.
Le travail de préparation de l’enseignant consiste alors à proposer / améliorer / enrichir
/ diversifier :
• la définition de l’objectif phonétique, les informations apportées, les représentations
visuelles, les mots-outils…
• les exercices : le corpus proposé est souvent limité, il peut être enrichi. Et il doit toujours
être précisément vérifié, en accord avec les enregistrements.
• la progression, les régularités (du plus facile au plus difficile, éviter les pièges, anticiper les
limites des alternances morphologiques…)
• le retour d’expérience ou feed-back : tout exercice et toute activité phonétique doivent être
suivis d’un échange : qu’est-ce qui vient d’être réalisé ? les facilités / les difficultés, les
limites, les besoins pour aller plus loin, ceux qui y arrivent / ceux qui n’y arrivent pas :
comment ? pourquoi ? Ritualiser cette étape de feed-back nous semble indispensable pour
instaurer un apprentissage actif.

4. Elaborer du matériel
Les demandes de formation phonétique des enseignants intègrent souvent l’élaboration
de matériel. Or, créer du matériel est une tâche rendue longue et minutieuse par la
construction des corpus, souvent au détriment de la réflexion sur les informations à donner, la
place dans la progression, la précision de la consigne, les mises en œuvre en classe…
L’enseignant a tendance à se réjouir de la constitution d’un corpus en négligeant son
exploitation, alors que c’est dans l’exploitation pédagogique que se trouve l’essentiel de la
valeur d’un exercice.
On peut discuter par exemple de l’intérêt pour l’enseignant de constituer des listes de
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paires minimales (rappel : paire de mots qui se distinguent par un seul phonème [y/u] « tu » /
« tout »). Alors que l’essentiel de son travail doit consister en une réflexion de fond : Que
faire d’un tel matériel ? (de vrais mots, des logatomes, LEBEL, 1990) ; A quel type d’exercice
peut-il servir ? (perception : discrimination ? identification ? production : répétition ?) ; Place
de l’exercice dans la séquence pédagogique ; Quelles doivent être les consignes ? ; Quelle
mise en œuvre en classe ? (oral, collectif, individuel, recours à l’écrit, mots-clés, indications
au tableau, correction immédiate / différée, nature du feed-back)… Répondre précisément à
ces questions constitue les réels choix stratégiques de l’enseignant.
Il nous semble donc judicieux pour les enseignants d’éviter dans la plupart des cas de
se lancer dans l’élaboration d’exercices de phonétique. Mais comme il est toujours plus facile
d’exercer son regard critique sur la production d’autrui, l’enseignant peut tirer un grand
bénéfice d’une analyse critique des exercices proposés dans les manuels. Il sera ainsi plus
attentif au respect des contraintes (progression, syllabe accentuée, contextes facilitants…)
pour d’éventuels aménagements de l’existant et son exploitation optimale suivant le contexte
de la classe.

5. Les documents authentiques
Destinés à un entraînement en classe ou hors la classe, les documents authentiques doivent
être soigneusement sélectionnés et présentés par l’enseignant pour cibler l’entraînement.
a. Les chansons
L’objectif phonétique : l’extrait choisi doit illustrer particulièrement une
caractéristique suprasegmentale (en rythme, l’allongement de la syllabe accentuée par
exemple, ou la régularité des syllabes inaccentuées) ou une caractéristique segmentale
(voyelle, consonne en position accentuée) sur laquelle se concentrera l’attention de
l’apprenant. L’objectif phonétique est explicite.
Des chansons lentes : certaines chansons sont plus faciles à chanter que d’autres, le tempo et
le débit de l’interprète induisant d’emblée un niveau de difficulté. On préférera donc toujours
les chansons lentes et mélodiques (simples à retenir et plaisantes à chanter).
Des chansons simples : ne répondant explicitement qu’à un objectif phonétique, le contenu de
la chanson doit être choisi pour sa simplicité lexicale, syntaxique ou au moins pour son
adéquation au niveau.
Des extraits : l’objectif idéal étant la mémorisation pour une activation potentiellement
permanente, il n’est pas nécessaire de travailler une chanson dans son entier. De courts (et
même très courts) extraits de chansons sont très bienvenus en pratique phonétique. Ils ne
nécessitent alors pas le recours à l’écrit et peuvent constituer des phrases mélodiques très
plaisantes à se répéter pour quelques jours.
Des caractéristiques de la parole : par exemple, le rythme et l’accentuation doivent suivre au
plus la parole naturelle, en évitant l’accentuation des syllabes initiales ou la prononciation de
<e> en finale de mot ("Douce France"). La grande fréquence des <e> de fin de mot prononcés
en chanson constitue une grande différence avec le français parlé.
b. De l’oral authentique
La rapide évolution des moyens technologiques d’enregistrement permet aujourd’hui
de réaliser facilement des mp3 à partir de documents trouvés sur Internet, de podcasts, et
d’éditer des fichiers sons pour en faire des montages simples et adaptés à leur utilisation en
classe (avec le temps de répétition par exemple). Enseignants et étudiants peuvent ainsi très
facilement apprendre à se servir de petits logiciels de traitement du signal de parole (tel
Audacity ©) pour aménager au mieux des documents sonores authentiques.
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Mais là encore, c’est l’adéquation précise avec l’objectif phonétique du cours qui doit guider
le choix de l’enseignant avant même l’attractivité du document authentique lui-même.

6. Conclusion
La valeur de l’enseignant ne nous semble pas se trouver dans sa capacité à identifier des
sources ou à élaborer des corpus mais bien à les exploiter de façon :
- adéquate (par rapport à un objectif phonétique explicite) ;
- détaillée (une procédure d’exploitation pédagogique reproductible et que l’on peut
perfectionner) ;
- progressive (située par rapport à un avant et un après) ;
- à impliquer l’apprenant.
Il revient à l’enseignant d’organiser contenus et modalités d’entraînement suivant des
raisonnements propres à chacun : du plus différent (selon une analyse contrastive entre les
deux langues) au plus semblable, du plus général (niveau suprasegmental: rythme,
accentuation, intonation) au plus particulier (voyelles et consonnes), du plus fréquent au
moins fréquent, etc. et d’être informé aux mieux des diverses approches pédagogiques en
matière de prononciation.
Il appartient également à l’enseignant de chercher des documents authentiques adaptés
aux besoins de son public, et motivants. Mais ce travail ne doit venir qu’en complément d’une
bonne connaissance des propositions des manuels, afin d’aiguiser ses exigences quant à
l’élaboration d’un matériel de classe rigoureusement conçu.
Cette rigueur dans l’organisation de l’entraînement phonétique amènera en retour l’étudiant à
conscientiser rigoureusement l’apprentissage de la prononciation en minimisant l’émergence
des « Je n’y arrive pas » fatalistes. L’entraînement phonétique est valorisé et l’apprenant
prend une grande part de responsabilité dans ce travail.

Pour aller plus loin…
LAURET, Bertrand (2007), Enseigner la prononciation du français : questions et outils,
Paris : Hachette, coll. F.
LEBEL, Jean Guy (1990), Traité de correction phonétique ponctuelle, Québec : Les Editions
de la Faculté des Lettres, Université Laval.
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音楽によるモチベーションの向上：
シャンソンの効果的利用を目指して
La musique comme déclic : quelques idées pour
l’utilisation de chansons francophones en cours

西川

葉澄

NISHIKAWA Hasumi
Université Chrétienne Internationale (ICU)
nhasumi?icu.ac.jp
はじめに
フランス語の歌には、歌詞はじっくりと聴くものだというシャンソンの伝統が現
代においても継承されているように感じられる。そのようなフランス語の歌をどう
授業に組み込んでいけるかということを数年にわたって考えてきた。なぜなら歌で
外国語を学ぶプロセスには、言葉とメロディーという強力な組み合わせにより、学
生の頭や心に記憶が残りやすい可能性を秘めているからである。現在もまだ試行錯
誤の過程にあるが、音楽を鑑賞することに照準を当てず、様々なジャンルの歌を学
習目標に合わせて少しずつ活用し、小さな activités にする実践例のいくつかを紹介
したい。
1．なぜ歌を使うのか
フランス語の授業に歌を使う理由として、まずその documents authentiques とし
ての高い価値を無視することはできないだろう。教科書に出てくる文章がいかに生
き生きと響くように工夫されているとしても、様々な文法事項を織り込まなくては
ならない、語彙を制限しなくてはならないなど数多くの制約があり、不自然なやり
とりや人工的な文章を扱うことが多い。特に文法だけを教える授業においては、こ
の文法がいつどこで役に立つのだろうかという疑問が、学生の文法学習へのモチベ
ーションを低下させる可能性も考えられる。そのような状況において、フランス語
の歌を使うことには、短時間で生きたフランス語に触れる機会を学生に与えるとい
う利点がある。特に昔からのスタンダードとなっているような歌手の作品では、発
音や滑舌が素晴らしいものが多い。これらは聞き取りの素材として高い価値を持つ
といえるだろう。
さらに、音楽を通して学生のモチベーションを向上させることができるのではな
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いかという目論見もある。学習自体に興味がなくても気に入った音楽ならもっと聞
きたい、覚えたい、意味を知りたいなど、自発的な授業外の自律学習への可能性を
秘めているのではないだろうか。また、フランス語圏の文化紹介としての側面も忘
れることはできない。
2．歌で何をするのか
実際の授業において歌で何をするかというと、私の考える第一の目的に、歌を素
材として文法学習事項の確認と定着をねらうということがある。文法事項として習
ったことは、実際にこうして使われているのだと学生に実感させることがそのねら
いである。具体的には、習得して欲しい文法項目が効果的に歌詞にあがっている歌
を素材に穴あきディクテ問題を作成し、歌を聞きながら学習項目が理解できれば解
けるような聞き取り／書き取りをさせる。習ったことが実際に聞き取れ、意味が理
解できたというインパクトにより学習事項を印象づけると同時に、「習ったから、
謎の音が言葉として聞き取れた」という満足感を与えるためである。
歌をまず聞いて、そこから帰納法的に文法を学んだり、TV5 で紹介されているよ
うな一つの歌を素材として１回の授業を組み立てるという方法は理想的ではある
が、実際には授業時間などの制約からそうした自由な時間が取れないことが多いの
ではないだろうか。そのような理由から、一つの文法事項を学習した後に、その項
目に関連する素材と時間があるときにのみ実行可能な、短時間でできる activités を
模索した結果、歌詞を部分的に聞き取る activités に至ったのだが、その際に注意し
ていることは、歌を全曲にわたって聞かせないことである。なぜなら、この聞き取
りは学習事項の確認のためにするものであるため、全ての歌詞を聞かせる必要はな
く、歌詞の分量が増えれば、歌詞の難易度が学生の理解度に対応しない可能性が高
くなるからである。また、歌を聞く側の心理を考えた時に、音楽に対する好みを軽
視することはできない。嫌いな音楽を数分間以上強制的に聞かされる心理的負担は
相当なものであろう。そのため、学生側からの要望がある場合に限って全曲を聞か
せることもあるが、通常聞かせる分量は最初のリフレイン部分までとすることが多
い。さらには、リフレインの部分のみを聞かせたり、リフレインの途中で中断する
ことも多い。目的はシャンソン鑑賞ではなく、学習事項の確認と定着だからである。
学生がこの授業活動を通して気に入る歌を発見した暁には、おそらく教師に CD を
貸して欲しいと頼む、自ら YouTube でビデオを検索するなど次のアクションに移
るであろう。もちろん授業で歌を歌わせることもしない。同様の理由で歌詞全体の
和訳も行わない。
リフレインとタイトルが同じ曲ならタイトルを想像させることも可能である。フ
ランス語の音への興味付けやつづりと音の関係などを実感するため、文化的側面の
示唆や日本ではますますその機会が減少しつつあるフランス文化のインプットと
しても有効であろう。
3．どのように歌を聞かせるか
歌を聞かせる activités を短時間におさめるようにしている。なるべく毎回の授業
で少しずつ音楽を使う activités を取り入れ、フランス語の歌を聞く頻度を増やし、
授業で聞く音楽は高尚なハイカルチャーだという特殊感を払拭し、通常あまり馴染
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みのないフランス語の歌に気軽に親しめるようにしたいと考える。
また、バラエティに富んだ選曲を心がけ、ジャンルや歌手についても教師側の趣
味の押しつけにならないように気を使っている。教室で聞かせる歌の選択に教師の
好みが反映してしまうのは避けられない事実であり、教師の好みをあくまでも貫く
という態度もあるだろうが、音楽は個人の快・不快に直接的に作用するものである
と同時に、ことさら現代にあっては音楽の好みが細分化／多様化しており、教師が
素晴らしいと思う曲が、必ずしも学生の好みに一致してはいない。このような理由
から曲の選択に教師の思い入れを強く反映させるのを避け、教室の反応を敏感に読
み取り、学生の反応を次回の選曲に役立てることが重要になるだろう。どのような
目的に、どのような曲がうまくいったかなどについての教師間の情報交換や、定期
的なレパートリーのアップデートも課題になるであろう。
４．期待される展開
こうした activités により期待される展開は、学習項目の確認と定着と同時に、授
業での体験を通して学生が新しい文化を発見できるような好循環を作り出すこと
である。つまり、授業で歌を少し聞く→気になる／気に入る→インターネット等で
検索→曲を好きになる→フランス語にさらに興味を持つ→モチベーションが上が
る→授業で歌を聞く、というサイクルが実現すれば理想的であると考えている。
実際には授業評価のコメント等で学生側から一定数の評価を受け、授業での発見
を機会にフランス語で歌われる音楽に興味を持った学生も少なくなかった。
５．実践例
歌を全曲にわたって味わうような教案では初級からの導入は難しいが、部分的な
聴解に限定するなら初級レベルにおいても様々な可能性がある。以下の表にこれま
での経験においてどの学習項目で、どの曲の使用が効果的だったかを示したい。
＜初級＞
目的
タイトル
歌手
ABC
Les derniers seront toujours Katerine
les premiers
Philippe
Katerine
名前を聞く／言う
Dans mon corps
Les Trois Accords
所有形容詞
L’amoureuse
Carla Bruni
所有形容詞（例外）
Les cailloux
Oui Oui
ou [u]の音への注意喚起
Puisque vous partez en Jacques Dutronc / Françoise
数字ききとり
Hardy
およびフランス文化（駅） voyage
Katerine のビデオクリップはくせが強いため万人向きではないが、Philippe にお
いては « Comment tu t’appelles ? – Philippe »というやりとりが延々となされるので
どんな初級者も歌詞を聞き取ることができるだろう。また Carla Bruni のビデオク
リップは平均的なフランス語学習者が考えるようなパリ／フランスのイメージが
展開され、特に女性に好印象を与えるかと思われる。Les cailloux のビデオクリッ
プは歌詞に ou のつづりを含む語が多数あり、日本人に多い発音の間違いを訂正す
るきっかけに使うことができる。Puisque vous partez en voyage のビデオクリップで
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は駅構内が舞台になるため、駅の様子等の文化的側面を学生に示す資料ともなる。
＜初級～中級＞
目的
タイトル
歌手
La
liste
Rose
Vouloir + 不定詞
Elle s’appelait Serge
Les Trois Accords
半過去
La lune
Les Trois Accords
Scenic Railway
Serge Gainsbourg
単純未来
Quand je chanterai une Claude François
chanson d’amour
Quand je chanterai une Claude François
接続法
chanson d’amour
La liste はビデオクリップに文字が現れるため、学生が聴覚と視覚の双方から情
報を得ることができる。Elle s’appelait Serge は、特に Le Nouveau Taxi! 1 (Hachette)
の Leçon31 (Ma première histoire d’amour)の学習後に聴かせると、同じ動詞の半過去
が出てくるため、動詞活用パターンの定着が図れた。Les Trois Accords はケベック
のロックバンドだが、多用の理由はアメリカのロックの曲調に近く、学生が抵抗な
く親しめるということにある。実際多くの学生が好印象を示し、興味を持ったよう
だった。Quand je chanterai une chanson d’amour は、Claude François の滑舌が非常に
よく、聞き取りがしやすいのでいい素材である。この曲は単純未来形以外にも、初
級者に接続法の活用を実感させるのに役に立つ。歌の出だしは Il faut que tu
comprennes...という教科書に必ず出てくる Il faut que＋接続法の歌詞から始まるが、
後にもう一回 Il faut que je sois ...と出てくるため、Il faut que の従属説が接続法にな
るということの定着として期待が持てる。
６．今後の実践案：アトリエでの検討
RPK のアトリエにおいて、今後授業に導入検討中の素材を参加者と共有し、広
く意見を求めた。以下の表に目的と曲名等の情報およびコメントを記す。
目的
曲名
歌手
コメント
Reviens mon amour Marc
複合過去
世界観が暗く扱いづらい。複合過
Lavoine 去の部分を聞き取りよりも、何を
失ったのかという語彙の聞き取り
のほうがいい。
Corneille ビデオクリップの舞台がモントリ
声をかける、 Avec classe
オールであり、フランス語圏の文
頼む（命令形）
化紹介になる。歌詞が若干聞き取
りづらい。
Elle
me
dit
Mika
人称代名詞、
2012 年の初めには流行っている
命令形、口語
が、流行の陰りも早いだろう。
表現
Je partirai
Anggun
単純未来形
フランス代表として 2012 年のユー
ロ ビ ジョ ンに 参加 した 歌手 で あ
り、今後の活躍が期待できる。未
来形の復習にはいいが、ビデオク
リップが教室で見せずらい。
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また、厳密なフランス語圏からのフランス的なものを扱った情報ではないため、
これまであまり扱われず、むしろ禁じ手とされてきた素材にあえて挑戦する意味で
以下の曲も紹介した。La mer (Charles Trenet)が映画『Mr.ビーン カンヌで大迷
惑？！』(Mr. Bean’s Holiday)のエンディング・シーンに全曲使われており、映像の
面白さから学生の興味を引く可能性があるが、目的としては la mer などの語の聞き
取りまたは、コートダジュールの紹介程度であろう。日本人とフランス人の両親を
持つ Michelle Michina が歌う Mon amour は日本の若者に好まれそうな要素が多く、
歌詞はほとんど日本語だがリフレインにフランス語が少しだけ入る。その部分が所
有形容詞の確認になるが、フランス語が少なすぎるという問題がある。また、フラ
ンスの演歌歌手としてデビューしたという Ginjiro Sweet は谷村新司『昴』をフラン
ス語でカバーしており、『サルトルとボーヴォワール』の監督イラン・デュラン＝
コーエンによるビデオクリップが存在するが、若者には何をカバーしているのかが
わかりづらいという問題も予想される。カラオケ好きな熟年層には好適なのではと
いう指摘があった。
また、アトリエでは Vanessa Paradis の La Seine を素材として、参加者が様々な
activités 案を出し合ったが、多くの教師がブレインストーミングをすることにより、
多様なアイデアが出され、教師間の情報交換や協力でフランス語教育に役立つフラ
ンス語の歌のアーカイブを作成する可能性が展望できた。
７．使用機材及び素材収集について
使用機材としては、身軽かつ気軽に教室に持ち込めるため、インターネットから
取り込んだビデオクリップを iPod に入れ、iPod を専用ケーブルで教室のテレビに
接続して見せることが多いが、ビデオのダウンロードが困難な場合は教室で端末を
インターネットに直接接続することになるだろう。CD で楽曲のみを聴かせること
もあるが、ビデオの利点は映像があると短時間とはいえ文化的な側面も紹介できる
ということにある。その一方で、ディクテにおいては映像があると配布するディク
テ教材と同時に見ることが困難なので、音声のみを聞かせる方が集中できるという
面もある。教室活動の目的により、使用メディアには一長一短がある。
素材収集については、インターネット上の様々なサイト（YouTube, Daily Motion,
Chocolat, TV5 monde 等）により誰にでも簡単にビデオクリップを見つけることが
できよう。インターネットラジオの利用で日本にいながらフランスの音楽を聴くこ
とができるのはありがたいことである。
おわりに
歌を語学学習に利用することに関しては、まず選曲に注意を払うことが大きな課
題となるだろう。教師のこだわりを見せすぎたり、あるジャンルや歌手などに偏っ
たりせず、かといって学生に媚びすぎないことも大切だろう。さらには、音楽を利
用する時は無意味に聞かせるのではなく、必ず目的を設定することも重要である。
この２つの点に注意してフランス語の歌を気軽に授業で使用することにより、フラ
ンス語やフランス語圏の文化に親しみ、学生が自発的に教室外においてフランス語
に触れたくなるような環境を整え、フランス語に対するモチベーション持続のきっ
かけとなればと願っている。
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L'IMPARFAIT ET LE PASSÉ COMPOSÉ DANS LE
RÉCIT SUIVANT L'APPROCHE PAR CONCEPTS :
DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE
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1. Introduction
Cet article fait suite à un atelier mené aux RPK 2012 sur l'approche par concepts, où
les participants étaient invités à schématiser la différence entre les futurs proche et simple,
entre des expressions de temps comme « en » et « pendant », ou encore entre les
différentes diathèses, directe, médiane et indirecte. On présente les options théoriques, puis
le matériel conçu pour aborder l'imparfait et le passé composé dans le récit, avant de
conclure sur les améliorations possibles et les pistes de recherche envisagées.
2. Options théoriques
2. 1. L'approche par concepts: origines
L'approche par concepts (APC) dans l'enseignement des langues étrangères (LE)
entend faire internaliser les formes cibles au fil d'activités communicatives. Lors de la
première étape, on met à disposition des apprenants des visualisations ou des diagrammes
du rendu (construal, voir section 2. 2) en LE des formes cibles, accompagnés des
explications nécessaires dans la langue des apprenants (L1). La dernière étape de
l'approche s'appuie également sur la L1: les apprenants expliquent ce que sont et à quoi
servent les formes, pour un interlocuteur puis surtout à eux-mêmes, c'est-à-dire en discours
privé. La dernière consigne est de renouveler l'explication en discours intérieur. Avant cela,
les activités communicatives auront offert l'opportunité d'utiliser les formes de façon
significative à l'oral et à l'écrit.
L'APC est issue des travaux fondateurs de Vygotski (1896 - 1934) sur l'ontogénèse
des savoirs, et sur la nature et le rôle du langage. Une application pédagogique est mise sur
pied par un continuateur, Galperin, lors d'expériences d'enseignement entre 1950 et 1980
en URSS, portant sur les mathématiques, la science physique, la chimie mais aussi le russe
(Arievitch & Haenen 2005; Rambusch 2006; Stetsenko & Arievitch 2008). Depuis les
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années 2000, l'« enseignement systémique théorique » de Galperin est développé en
didactique des langues étrangères dans le sillage de la théorie socioculturelle de
l'acquisition de langue seconde sous l'appellation de « concept-based instruction » (Lantolf
& Thorne 2006).
Galperin estime que l'on doit représenter au début d'un enseignement l'état futur des
connaissances, couvrant la zone proximale de développement (Vygotski 1997: 350 et sq)
des apprenants, ce qui réfère à ce que ceux-ci sont en mesure de réaliser avec une aide
adéquate. Cependant, Galperin s'est intéressé à la construction sur le plan mental des
actions préalablement menées par les apprenants au cours de résolutions de problèmes.
D'après lui, un enseignement parcourant la zone proximale de développement part du plan
matériel, où est indiquée une liste d'actions à mener pour résoudre le problème, passe par le
plan verbal, au cours duquel l'apprenant décrit pour autrui et pour lui-même ce qu'il fait,
pour aboutir au plan mental, où l'apprenant est capable de se représenter l'action sans la
faire (Arievitch & Haenen 2005).
2. 2 Intégration de la linguistique cognitive dans l'APC
La linguistique cognitive, une linguistique de l'usage (Littlemore 2009: 1), permet de
considérer l'emploi de la langue en contexte. Pour montrer comment on intègre la
linguistique cognitive à l'APC, et en venir au cas de l'imparfait et du passé composé, on se
propose d'abord de mettre en évidence les principales caractéristiques de la communication
linguistique en temps réel. On se réfère pour cela à un modèle de cognition ancrée. Le
cerveau capte les états modaux correspondant aux expériences vécues, et les simule pour
représenter le contenu de la pensée. Les mots servent à indexer et manipuler ce contenu
(Barsalou et al. 2008: 252). Mettons que A et B interagissent. On estime que la parole
extériorisée de A est traitée par B d'une façon analogue au discours intérieur de B (que B
traite lui-même), et réciproquement, si bien que A et B utilisent les mots (et les gestes
aussi) pour évoquer et modifier des simulations partagées.
Le problème de l'emploi d'une LE est que les outils pour rendre l'événement sont
souvent différents, et que le rendu (construal) est propre à la langue. Ainsi, le trait commun
à l'imparfait dans tous ses usages en français (arrière-plan, habitude, effet stylistique,
virtuel, etc.) est l'illimitation du procès alors que le passé composé donne à voir les limites
du procès dans le passé ou le futur (« J'ai bientôt fini »). Sur le plan pédagogique,
Littlemore estime qu'en situation guidée les apprenants bénéficient d'un enseignement
explicite sur les rendus propres à la langue apprise (2009: 38). Dans cette perspective, pour
montrer l'illimitation et la limitation du procès on utilisera - voir ci-dessous - les schémas
des « saisies aspectuelles » de Pottier (2001) pour présenter le sémantisme de l'imparfait et
du passé composé dans le récit.
3. Le matériel pédagogique mis en œuvre
Le matériel pédagogique ci-dessous a été utilisé avec trois classes de 2ème année (10
étudiants) sur 11h environ, 3ème (4 étudiants) et 4ème années (4 étudiants) sur 6h environ:
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● un pré-test, en japonais (1/ L'imparfait et le passé composé, qu'est-ce que c'est? 半過去
と複合過去とは？2/ À quoi servent-ils? Donnez des exemples. どのようなことに使わ
れますか？例をあげてください。)
● une activité à faire seul(e) puis à deux pour comparer, visant à se familiariser avec les
schémas utilisés
● les schémas pour l'imparfait et le passé composé comme temps du récit. La fiche
comporte trois parties: sens, exemple, formation. Voici la première partie:
Le français a un système de temps spécial pour faire voir différemment l'événement.
フランス語では、様々な出来事を知らせるために、特別な時制の体系があります。
imparfait

passé composé

V

V

t0
On fait voir à l' (aux) interlocuteur(s)
l'événement au milieu de son déroulement.
相手に話の流れの中で出来事を知らせる。

t0
On insiste sur le début et la fin
de l'événement.
出来事の最初と最後に焦点を当てる。

● une activité communicative en binôme, intitulée « Bonne mémoire? », permettant une
première utilisation des deux saisies aspectuelles (exemple: 1. Où est-ce que tu étais hier à
19h? 2. Qu'est-ce que tu faisais à ce moment-là? 3. Qu'est-ce que tu as mangé hier soir?,
etc.)
● une activité de conversation, « Qu'est-ce que tu as fait depuis janvier? »
● une activité de lecture et d'écriture sur le thème « Un changement dans ma vie »
● la réécriture du texte, après correction focalisée sur l'emploi des temps
● des exercices d'appoint visant les relations sens-forme
● un complément d'information sur la différence entre « j'y suis souvent allé(e) » et « j'y
allais souvent » utilisant les mêmes schématisations
● une fiche de récapitulation sur les emplois de l'imparfait et du passé composé dans le
récit (schémas reproduits ci-dessous). Comme activité de classe, les étudiants cherchaient
par deux ou seuls des exemples illustrant chaque emploi:
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• imparfait pour exprimer une habitude passée et souvent révolue

•

t0
imparfait pour l'arrière-plan, et passé composé pour le premier plan

t0
•

imparfait pour placer l'interlocuteur au milieu du déroulement de l'événement

t0

t0

● les consignes pour la verbalisation et l'internalisation (reproduites ci-dessous):
1/ Sans regarder votre cours, en japonais, expliquez à un(e) partenaire pour quoi servent
l'imparfait et le passé composé. Utilisez des exemples vus en cours ou d'autres exemples, et
soyez le plus précis possible.
プリントを見ないで、日本語で相手に半過去と複合過去がどのようなことに使わ
れるかを説明して下さい。授業で話した例、または別の例を使って、可能な限り
詳しく説明してください。
2/ Sans regarder votre cours, toujours en japonais, seul(e), expliquez à nouveau pour quoi
servent l'imparfait et le passé composé, en vous enregistrant sur un ordinateur. Utilisez des
exemples vus en cours ou d'autres exemples, et soyez le plus précis possible. Vous
déposerez le fichier sur Moodle.
プリントを見ないで、日本語で一人で、コンピュータで録音しながら、もう一回
半過去と複合過去がどのようなことに使われるかを説明して下さい。授業で話し
た例、または別の例を使って、可能な限り詳しく説明してください。Moodle にフ
ァイルを置いて下さい。
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3/ Procédez à la même explication, mais dans votre tête (discours intérieur), toujours en
japonais.
同じ作業を繰り返しますが、自分の頭の中で（インナースピーチ）、同様に日本
語で行ってください。
L'unité commençait par la lecture d'un programme, indiquant les objectifs, les
activités et les dates de deux tests (en cours et en fin de semestre). Par ailleurs, la classe de
2ème année a eu comme modèle d'écriture un texte simplifié.
4. Conclusion
Les activités réalisées en classe ont fait apparaître des besoins, auxquels devaient
répondre les exercices d'appoint ainsi que la synthèse sur les emplois. Parmi les
nombreuses améliorations possibles, l'une consisterait justement à utiliser ces figures
d'entrée. Aussi, la verbalisation et l'internalisation peuvent être renouvelées en cours
d'année. Au cours de cette expérience d'enseignement, de nombreuses données ont été et
sont encore collectées (écrites, vidéos, audios, photographiques). On souhaite tester
l'hypothèse d'un bénéfice de l'APC pour l'acquisition des rendus propres au passé composé
et à l'imparfait. Il faudrait vérifier que dans cette démarche les schémas aident l'apprenant à
rendre l'événement selon ce qu'il veut en montrer et non pas selon des règles hors contexte.
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教室で学んだフランス語の知識を身体化する授業とは
―理論と実践をつなぐ授業を考える―
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本論考では、教室内で効率的にフランス語を学ぶために、教室を理論と実践をつ
なぐ場として捕らえ、この教室内でどのような試みが可能であるのかを考察する。
アトリエでは、授業でアルマ出版『Moi, je...』を教科書として使いながら、理論と
実践をどのようにうまく連動させていけるのか、という問いに対する一つの回答を
出すことを試みたが、その具体例についても触れる。ところでここで用いる「効率
的」という語は、語学学習のテクニックという狭い意味だけではなく、語学学習の
鍵となる学習にかける時間、これは主に教室外での学習にかかわるものだが、その
時間を確保するためのモチベーションを含めた広い意味で使っている。
さて鈴木孝夫は『武器としてのことば』の中で外国語学習を自動車の教習所で運
転免許を取る過程に例えたが、日本における外国語学習の問題点は「路上教習」の
ステップが極端に弱いということだろう。言ってみれば、日本の外国語教育は「プ
ログラムについてコメントできるが、実際プログラムが書けないプログラマーを養
成するようなもの」とも言えるだろう。文法等の知識はあるのにそれを使いこなせ
ないのは、
「路上教習」、つまり身体化・自動化させるためのステップが足りないか
らなのである。
もちろん外国語学習を成功させるためには、教室外での訓練は不可欠である。教
室外の訓練に学習者を導くために、教室内で教師ができることは何なのか。学習者
に集中的な学習と継続的な学習を支えるだけのモチベーションを与えること（例え
ば対象言語が話されている国の文化や社会に関する情報の提供）、より効率的な学
習方法の情報を与えること、などが考えられる。言語は、母語の習得にも言えるこ
とであるが、一生かけて学ぶものである。つまり「教師も学生と同じ学習者であり
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続ける」という目線を教師が持ち続けることが重要なのである。情報がめまぐるし
く更新されていく現代においては、教師は常に自身の語学力をブラッシュアップし、
語学学習方法のみならず様々な情報に関するアンテナを張り続けることが必要な
のだ。
さらに「教室内でこそできることは何か」という観点で考えていくと、授業は、
その言語を使いこなすためのモーターとなる文法の知識を与える場であると同時
に、その知識をよりよく定着させるために実際にインタラクティヴに使ってみると
いう身体的訓練をする格好の場であることに気がつく。与えられた知識を実際使っ
てみるという体験自体から学習者が感じる面白さ、あるいは喜びと、五感を通じて
の学びが知識をより深く定着させる効果は、語学学習にとってより重要な要素にな
っている。
教師はしばしばその言語、その言語が話されている国の文化についての専門家で
あり、良かれと言う思いで、自分の学んできた深い知識を授業中学習者に伝えたく
なるものであるが（それは研究者にとってしばしば強い誘惑となる）、そうするこ
とは、教師の意図とは裏腹に学生のモチベーションを下げる結果となっているので
はないだろうか。おそらくそれは、体を動かさずに座って一方的に聞いている学習
者がいかに集中力を持続させるのが難しいかということを、教える側が意外と理解
していないことに起因すると考えられる。よってここは誘惑を断ち切って、学習者
自身に体験させる機会を奪わない配慮が必要になるだろう。
ここで授業内で使用する教材選びの問題が浮上する。
「初習の学習者に話させる」
ことを主眼においた教科書というのは実はあまりなかったように思う。しかも対象
言語を母語としない教師の使い勝手についても考慮された教科書というのは案外
なかった。フランスで作られたダイレクト・メソッドを念頭においた外国人向けの
フランス語の教科書を使用すると、まず地の文が学習者にとって難しすぎ日本語に
訳すことに終始してしまうということもよく起こる。そこでそうした目的を前面に
押し出した教科書『Moi, je…』を使ってどのように、モチベーションのアップとそ
の継続につながるような形で、さらに様々な仕掛けや小道具も援用して、学習者に
「路上教習」をしてもらえるか、を考えながら、このような授業の可能性について
考察してみたい。
教室内での学びについて考察する前に、それに対置される教室外での学びとは何
か、について少々押さえておきたい。教室内での学びと教室外のでの学びは切り離
されるべきものではなく相乗効果をもたらすべきものだからだ。
教室外での語学学習については、まずモチベーションの維持に関わるものがあげ
られるだろう。具体的には学習者のコミュニティ作りに役立つ、Facebook、 Twitter、
遠隔テレビ会議など、あるいはフランス文化・社会あるいは言葉に関する情報を与
える、ブログ、Twitter などが挙げられる。もちろんこれらのツールは必ずしも語
学学習あるいはその効果そのものに結びつくかどうかは言えないが、それはある意
味教師側の問題ではない。教室内での学びについてもいえる事であるが、特に大学
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教育においては、仕掛けを与えることで全員が嬉々として学習に邁進するという状
況は考えにくいし、そもそもそうした教育効果は計りにくいもので、即効性は求め
られないし、後になって学習を再開することもあり得るだろう。
すでにモチベーションが高い学習者が自律的に学習を進めることの出来る教材
（この学習方法情報はブログなどで共有することができる）については、WEB 教
材、podcast、ニュースのストリーミング、音声付辞書などのアプリ、YouTube など
の動画サイト、などが挙げられるであろう。語学学習教材は質・量ともに飛躍的に
向上している。ほぼあらゆることがネット上で学べる時代になった、と同時に常に
更新され続ける知識を誰もが学び続ける必要が生じている。こういう時代だからこ
そ、語学学習に限らず、モチベーションの維持が重要視されているわけであるが、
特に語学学習、母国語を含め語学学習とは完結するものではなく、やればやっただ
け進化していく分野である。例えば個人的な経験であるが、ブログ更新やツイッタ
ーのためにフランスのニュースを毎日聞くことによって、ヒアリング力と語彙力が
日々進化するものである。いずれにせよ、そのような外部環境の急激な変化によっ
て、さらに教師としてのブラッシュアップが怠れなくなった、当の教師も常に学び
続けることがより重要になったと言える。
では、次に教室をどのように活用できるかについて考えてみよう。
教室外の学びに対置させたとき、教室とは、他者を介在させながら、学んで行くこ
とのできる場所であるということができる。いいかえれば学生同士を交渉させるこ
とができる場所である。一方教師側にしてみると、限られた時間の中で、教室外で
の学びに接続していけるような、自律的な学習の拡張性を可能にするコアな知識や
興味、さらには学習方法を提示しなくてはならない場所なのではないだろうか。
こうした身体性は、特に語学学習において、一つの本質的な部分であるにもかか
わらず、日本の語学教育の中では大きく軽視されてきた部分ではないだろうか。日
本の語学教育という文脈においては、地理的あるいは歴史的理由・翻訳市場の大き
さ・話すことの技術や快楽に対する軽蔑などが、その原因として考えられる。
こうした文脈の中で、近年コミュニケーション重視の教育が叫ばれだしたのは、
「外国語の能力がある」とはどういうことか、についての定義が変化してきたから
であろう。近年外国語ができる、というと特にコミュニケーション能力
（communicative competence）を指すと思われるが、実は（１）音声・単語・文法
の能力を含む文法能力（grammatical competence）（２）１文以上をつなげる能力で
ある談話能力（discourse competence）
（３）社会的に「適切」な言語を使う能力で
ある社会言語学的能力（sociolinguistic competence）（４）問題が起こったときに処
理する能力である方略的能力（strategic competence）という４つの能力を満遍なく
伸ばしてこそ、総合的にコミュニケーション能力がある、と言える状態になる。
パリ第 3 大学の教育実習においてフランス語の模擬授業を行ったり、パリ市役所
主催の外国語講座を受講したりした際に経験したことだが、少なくとも母国語によ
る文法説明だけ黙々と聞いて、黙々と問題集を解く、あるいは母国語に訳すという
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授業は皆無であり、最初からインタラクティヴに、学んでいる言語を使ってみる・
使わせてみる、という訓練がメインになっていた。つまり、語学教育は「聞く」
「話
す」
「読む」
「書く」という 4 技能が重要だと単純に言われるが、実際には上に挙げ
た能力なしにはコミュニケートはおぼつかないことが理解されるだろう。
ところで実はこうした教える際の身体性というのは、大学の存在意義とも深く関
わる部分である。毎年学年度初めに、筆者を含めたフランス語教育関係者が運営し
ているブログを読んでもらいアンケートを取るのだが、大学での授業がすべてウェ
ブ上で行われるようになる可能性について言及した記事に対しては、多くの学生は、
対面的な交流ができるコミュニティの欠如に対する否定的な意見を表明していた。
一方、フランス語の授業の意義については、ある学生がトリビアのネタと書いてい
たが、そうした認識は日本の外国語学習がコミュニケートを前提に教えられていな
いという事実から生み出されたものなのだろう。
しかしながら、大学での外国語学習という観点で大学での学びを考えてゆく時、
身体性を軸に考えていくと新たな可能性が見えてくる。特に語学学校と比較し、ど
う違うのかを考えたときに、よく言われる「大学は自分で勉強するところだから」
というのは半分見当違いであることがわかる。むしろ大学は「自分で学習すること
を支援する様々なリソースやヒントや方法論が集積しているところ」と考えるべき
であり、もしすべての学問が自分一人で学べるというのなら、シグナリング目的以
外で大学に来るのは時間の無駄ということになってしまう。しかしながら実はこの
リソースの有無、先生たちの知識や教える際の方法論の集積が外国語学校とは見逃
せない差を生み出すのではないだろうか。語学学校に比べて、あえて「高尚」であ
ることを前面に押し出さなくても、「プロダクト志向」や「フィールドワーク型の
学び」といった仕掛けを与えられるだけの物的・知的リソースが体系的に蓄積され
ていること、しかも民間に比べ低コストであることがもっと評価されてもいいので
はないだろうか。例えば図書館のネットワークなどのインフラは、もっとクローズ
アップされてもいいだろう。
結局のところ語学学校はもともとモチベートがある人が、高い授業料を払ってい
る効果が大きいのであり、インフラそのもの、方法論そのもの、効果そのものがす
ぐれているのか、ということは、少なくとも検証されていない。よって大学でのク
ラシックな外国語学習の最大の特徴であった身体性の欠如という点を改善すれば、
大学の外国語学習はより良いものになるはずなのだ。
外国語学習に際し、しばしば Older is faster, younger is better.と言われるが、これ
は「大人のほうが、自分の持っている認知能力を使って短期的にすばやく学習する
ことができる。ところが、何年も経ってくると、若いときに始めた人のほうが、よ
り母語話者に近い外国語を身につけるようになる」ということをあらわした言葉で
ある。これは、大人が文法的な理解において、母国語の知識を活用することによっ
て、説明する能力が高いということであり、子どもの場合は素直に真似をしたり、
繰り返してみたり、大人あるいは友達から発音や文法を直してもらいやすいからだ
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ろうと思われる。とすれば、学習者が大人であることのメリットを生かしつつ、そ
のデメリットを補うためには、言葉の持つ理屈では割り切れない部分を含め、反射
的・身体的な反復訓練がより不可欠になるということであろう。
よく週１の授業では無理であるとか、このクラスサイズではそのような授業は不
可能だ、と言われるが、そのような問題ではなく、語学学習に臨む（学生・教師含
む）日本人の態度と方法論が今問い直されているのではないだろうか。
「大量のイ
ンプットと少量のアウトプット」が語学上達の肝といわれるが、外部化できること
は外部化し、教室内でのみできることを、フルに体を使わせることによって、そう
した反復訓練は可能になる。
これらの理論面を踏まえ、「路上教習」＝学生同士の協働的な学びに学生を誘う
ためには、いろいろと仕掛け作りをすることが重要になってくる。いろいろ考えら
れると思うが、具体例としては、まず年度初めにアンケートを取り、クラス全体の
雰囲気をつかむようにしている。これは、海外に住んでいた学生もいれば、全く外
国にイメージを持てない、あるいは外国語に苦手意識を持つ学生もいるので、ペア
作業をする際や、クラス全体を盛り上げて行くために、大いに参考になる情報であ
る。次に、クラスの雰囲気作りである。初回に綴りと発音の関係をやる際、発音練
習をしてもらう時点では、初習外国語に対する期待があるせいか、毎年総じて良い
雰囲気なので、それを継続させるために、次回から男女隣に座ってもらう、あるい
は出来る学生と出来ない学生を隣り合わせで座ってもらうなど、また様子を見て席
替えする等の工夫をしている。綴りと発音の関係は忘れやすいので、特に繰り返し
の必要な局面であろう。練習問題においては、一人で黙々と解かせるのではなく、
周囲の学生と教えあったり、教師に質問しやすい環境づくりをしている。ペアで協
力し、できるだけ多くの文を書かせ、実際に声に出し発音を確認し、文字を見ない
でも会話が成立するよう誘導している。そのための小道具として、マイクやビデオ
撮影といった仕掛けを適宜使いクラスを盛り上げている。必ずしも CALL 教室であ
る必要はないと思うが、二人ペアで座ってもらえる形体上の便利さと、必要に応じ
てビデオ、ネット、音声確認ソフトが使えるという拡張性の高さがあるので、普通
教室に比べ格段に使い心地も学生の反応も良いように思う。
最後に。今大学で外国語を教えることの意味とは何なのだろうか。
社会環境のドラスティックな変化によって、外国語習得に求められる能力はドラ
スティックに変わり、翻訳でなく対面や情報取得のインターフェイスとして使う時
代になった。そのことは教師に求められる能力も変化させる。学習方法の伝達も高
度化し、さらに激化する競争社会の中で要求される語学のレベル自体が上がってい
る状況において、語学教育の内容の見直しと、それに伴う語学担当教員の専門教育
が改めて必要な時代になっているのではないか。
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Thème 1

授業内でコンピュータを活かす方法
山川 清太郎
YAMAKAWA Seïtaro

小松 祐子
KOMATSU Sachiko

Université de Pharmacie de Kyoto
bpr5000?saturn.dti.ne.jp

Université de Tsukuba
komatsu.sachiko.gt?u.tsukuba.ac.jp

ここ数年で大学の教室が大きく変わった。スライドやコンピュータ端末が設置さ
れている教室の割合は増え、無線 LAN などのネット接続インフラも整ってきた。
以前は LL 教室と呼ばれていた場所は CALL 教室と姿を変え、教育とコンピュータ
は切り離せない関係となった。今後も iPad などのタブレット端末の普及、電子黒
板の設置、電子書籍・デジタル教科書の整備…と、この傾向は続いていくであろう。
しかしながら、我々外国語教育に関わる教員にとって、「コンピュータを用いた
授業＝CALL」という考えが強いためか、この有効な「教育ツール」を十分に活か
していない印象を受ける。そこで本稿では、教員が気軽にコンピュータを用いて授
業を行う方法として、「授業内における PowerPoint の使用法」（山川）と「インタ
ーネットを使ったフランス語授業」（小松）の一例を提示したい。

1.

授業における PowerPoint の使用法

PowerPoint 1とは、マイクロソフトが開発している Microsoft Office に含まれるプ
レゼンテーションソフトウェアである。一般企業ではもちろんのこと、大学での研
究・教育現場でも多用されているソフトであるが、ことさら外国語教育の現場では
あまり利用されていないように感じられる。そこで前半部分では、教員が気軽に
PowerPointを用いて授業運営ができるような例として、「フラッシュカード教材」
と「講義教材」について述べていきたい。 2


フラッシュカード教材
フラッシュカードとは、主に幼児教育で用いる教材であり、カード内容（絵や写

1

2012 年 5 月現在、最新版は PowerPoint 2010 である。
文法の授業における PowerPoint を用いた授業運営に関しては、YAMAKAWA Seïtaro
(2007), « L’efficacité de PowerPoint dans les cours de grammaire », RENCONTRES 21, pp.55-59
を参照。

2
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真）を即座に答えさせることを目的とした教材である。PowerPoint を用いたフラッ
シュカード教材でも、本来の目的で学習者に用いる。
ここでは、具体例として「数字」学習と「仏検対策問題」のカード教材を取り上
げる。
A

→

B

→

→

授業の流れは、
「学習者に出題（A）→学習者が回答→教員が正答を提示、解説
を加える（B）」という一連の行為を繰り返し行う。フラッシュカード教材を作成
する際に重要なのは、正答を提示する際に PowerPoint の「アニメーション」を用
いることである。アニメーションとは、スライド内の指定した写真や文字に動作を
加える機能である。アニメーションには「開始・強調・終了」の 3 種類があるが，
今回の場合、マウスクリック時に文字がスライドに現れる「開始：スライドイン」
を用いて作成している。アニメーション機能は設定により方向や速さなどを変更す
ることができる。スライド内に自由に文字を置くことを可能にするテキストボック
スと組み合わせれば、穴埋め問題の「穴」に回答を表示することも可能になる。ま
た事前にスライドの順序を変更することで、学習者の理解度を再確認したり、小テ
ストなどの試験に利用したりすることが可能であろう。


講義教材

ここでの講義教材とは、語学、文学、文化といった講義体系の授業で用いるスラ
イドのことである。PowerPoint で作成したスライドを用いることによって、従来の
授業形式で行ってきた色による文字の強調だけでなく、学習者に図や写真などを容
易に提示することができ、また前出のアニメーション効果を用いることで学習者に
視覚的インパクトを与えることができよう。
具体例として、教科書「ミッション・インターネット」を用いた授業 3スライド
3

山川清太郎 (2011) 『「コンピュータ・フランス語」授業報告』，第 24 回獨協大学フラ
ンス語教授法研究会報告，pp.48-50
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を取り上げる。

スライド作成のポイントとしては、1 枚のスライドに多くの内容を記述しないこ
とである。とりわけ、教員の口頭説明の分量とスライド内容のバランスに留意する
必要があるだろう。また学習者が容易にスライド内容を理解できるよう、図や写真
の選択、記述内容、スライドレイアウトに気を配ることも重要ではないか。
ある程度のコンピュータの知識があれば、
「誰でも」「簡単に」PowerPoint を用い
て授業を行うことができる。学生の理解度を向上させるために、教員は担当する授
業の性質を考慮に入れながら、図、写真、配色、アニメーション効果を適材適所に
用いたスライドを作成することが求められるであろう。

2.

インターネットを使ったフランス語授業

インターネットについては、リソース活用から交流型にいたるまで外国語の授業
へのさまざまな活用法がある。近年では教育機関の情報環境が整備され、学生の情
報リテラシーも向上しており、フランス語授業での活用の可能性も増している。し
かし、一方で授業時間やカリキュラム上の制約による困難があり、とりわけ初級段
階の学習者の多いフランス語では、授業内でのインターネット利用には二の足を踏
む教員は少なくないだろう。
しかし、たとえ授業のごく一部であっても使用してみる価値はある。日本のフラ
ンス語学習者の一番の問題は、フランス語を学習する動機があいまいであり、学習
の有用性を実感しにくい（フランス語をかけ離れた世界のものと感じている）こと
にあるように思われるためである。インターネットを使うことによって、フランス
語を身近なもの、すぐにも使って何かができるものであるという実感を与えること
ができるのではないだろうか。また教室活動へオーセンティシティを与えるという
効果も期待される。
また、近年欧州を中心に提唱されているいわゆるapproche actionnelle または
communic’actionnelle 4 の外国語学習において、インターネットはタスクを中心とし
た学習活動と親和性の高いメディアとされている。タスク学習においては、細部か
らつめる文法中心学習と異なり、外国語を実際に使おうとすることから起こる気づ
4

Bourguignon, C. (2010) Pour Enseigner les Langues avec le CECRL, Paris, Delagrave.
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きや、タスク遂行過程そのものに学習があり、学習者主体の学習が可能となるとさ
れている。学習者に満足感、達成感をあたえる学習方法であると考えられる。
そこで以下では 1 年目クラスと 2 年目クラスという異なったレベルで、授業内で
インターネットを活用するための例を紹介したい。
＊初級（1 年目）授業での使用例
学習すべき言語要素が多い初級段階では、インターネットに向かう時間的余裕が
ない場合が多い。教室環境の問題もある。しかし教師用インターネット接続とプロ
ジェクターを備えた教室は今日少なくなっている。授業の区切りに 5～10 分を使っ
て、教師側からインターネットコンテンツを提示することにより、学習者の文化的
理解を深め、学習意欲を向上させることができるのではないだろうか。
たとえば、ごく初級段階でアルファべやつづりと発音の規則を学習する際にフラ
ンス人の名前を例に挙げることはしばしば行われているだろう。そこで即座にイン
ターネットに接続し 5、prénoms françaisを紹介するサイト 6を見せることにより、最
近の人気の名前ランキングを紹介し、その読みを練習することによって、授業にア
クチュアリティをもたせることができる。また授業内に一度はパリの話をする機会
があるのではないだろうか。その際、パリ観光局のサイト 7とトップページに公開
された 2 分ほどのプロモーションビデオを視聴する。実はパリ観光局のサイトには
日本語版が存在するが、フランス語版と日本語版を比較するとその情報量の差は一
目瞭然である。フランス語を学習することによって、得られる情報の魅力を伝える
よい機会となる。
＊2 年目授業での使用例
フランス語を第二外国語として学ぶ 2 年目のあるクラスで、学生に「インターネ
ットでフランス語を使って何をやってみたいですか」という質問をしたところ、さ
まざまな回答が得られた。「ニュースを見てみたい」、「フランス人と交流してみ
たい」、「フランス人のツイートをフォローしたい」、「世界遺産めぐりをしてみ
たい」、「美術館のサイトを見てみたい」、「好きなミュージックアーティストの
ページを見てみたい」、「フランス語学習のサイトを使ってみたい」など。これら
の希望の多くは授業内で以下のようにかなえることができる（以下は合計 7 回分の
授業内容）。
1) メディア紹介 （授業 1 回分）:
メディアリストのプリントを作成・配布し、フランスとケベックの主要メディア
（テレビ、 ラジオ、新聞）、および TV5 を紹介→メディアサイト(FR2)へアク
セス→前日 20 時のニュースイントロを視聴し、わかったことを言う（グループ
作業、その後発表）→教師による解説。

5

あらかじめページを保存しておくことももちろん可能である。またここで挙げるサイト
紹介型の授業内利用の場合には不測の技術トラブルに備えて、サイトコンテンツのバッ
クアップをとっておくことが望ましい。
6
たとえば http://meilleursprenoms.com/など。
7
http://www.parisinfo.com/
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2) メール交流サイトの紹介（授業 1 回分）：
メ ー ル 交 流 サ イ ト 「 マ ル チ リ ン ガ ル ネ ッ ト ワ ー ク
http://rose.ruru.ne.jp/multiplication/m-net.html」の紹介→フランス人の自己紹介文を
読み、気に入った人を選んで発表する（フランス語で名前、国籍、職業、居住
地、趣味などを言う）→自分の自己紹介文を書いてみる。
3) 情報検索を中心としたタスク活動 8（授業 5 回分）：
フランスの地理と世界遺産（Google map での検索）、SNCF サイトで列車検索、
ホテル検索、観光地情報検索（以上各 1 回の授業）、その後、期末課題として、
フランス国内旅行プランを立て（授業外に準備）、発表する（1 回）。
このような授業を実施するにあたっては、さまざまな問題も生じうる。技術トラ
ブルや、学生の意外な質問などには臨機応変に対応する必要がある。辞書に載って
いない単語やスペルミスにも遭遇するだろう。それが生きたフランス語の体験であ
り、さまざまな発見をもたらす有意義な経験として前向きにとらえる態度が大切で
ある。また、もっとも重要と思われるのは、学生にタスクの意義をしっかり説明し
理解を得ることであろう。学生が伝統的な学習観を持つ場合、これらの学習活動に
拒否反応を示す場合もあるかもしれないからである。学生の学習観、言語観を変え
るのも教師の役目ではないだろうか。学生がタスク活動を通じた学びにやりがいと
達成感を見出し、フランス語を身近な使えるものであると実感できるよう、インタ
ーネットを活用できるとよいのではないだろうか。

8

『ミッション・インターネット』（駿河台出版、2009 年）はこの種の活動を授業内で効率
よく実践するための教科書である。
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Thème 2

対話型授業活動による学びのコミュニティづくり
Concevoir une communauté d’apprentissage
par la pratique de l’activité dialogique

今中

舞衣子

IMANAKA Maiko
Université Préfectorale d’Osaka
maikoimanaka?gmail.com

０．はじめに
本論稿は、今年度ランコントルの全体テーマ、
「学びのコミュニティづくり」に
ついて考えたアトリエの報告です。本アトリエは、教師からの一方的な「教え」で
はなく、学生たち自身の「学び」に着目した授業活動のデザインを考える場として
発題されました。特に、ペアやグループを単位とした対話型授業活動の進め方や、
その基礎となる協同学習の考え方をふまえながら、学生たちがどのようなプロセス
で教室外までひろがる学びのコミュニティを形成していくのかを考えました。
事例として、大阪府立大学の３～４年生向けフランス語クラス「DDC フランス
語」における、対話型授業活動をご紹介しました。この授業は現在、理系の学生を
含むさまざまな専攻に所属する３～４年生の既修者を対象として、二レベルのクラ
スが開講されています。初級レベルの会話がやっとの学生から、一年間の留学経験
を持つ学生、中等教育をフランスで受けた学生まで、さまざまな能力・学習背景を
持つ学生たちが一緒に学んでいます。また、フランス語を母語とする留学生が、ビ
ジターとして頻繁に授業に参加しています。
このように学生間の異質性が高いクラスの授業実践を事例とし、協同学習の基本
的な考え方、対話型授業活動の例、その際に使用されるワークシートやポートフォ
リオなどのさまざまなツールをご紹介しました。さらに、授業活動における学生間
のやりとりや、参加学生による活動のふりかえりを材料として、学びのコミュニテ
ィが形成されていくプロセスを追いました。その際、フランス語を学ぶ学生だけで
なく、授業に参加するフランス人留学生も考察の対象とすることによって、目標言
語を母語とする者とそうでない者が、教室外までひろがる学びのコミュニティをと
もに形成していけるような授業活動のデザインについて考えました。
こうした試みによって、授業に参加する学生たちの関係性や、教師の授業へのと
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りくみ方は、どう変わっていくのか、参加者のみなさんと、実践例やアイデアを交
換しながら進めました。以下に、その概要をご紹介します。
１． 対話型授業活動とは
「対話型授業活動」については、初等・中等教育、日本語教育、英語教育等で類
似の実践が多々あり、その定義はさまざまです。ひとくちに対話型といっても、教
師と学生との対話をさすものもあれば、学生どうしの対話をさすものもあります。
ここでは、筆者が実践している、学生どうしのペア・グループでの対話を活動単位
とする授業活動を、このように呼ぶことにします。
ただし、ここでいう「対話」は、外国語教育の文脈で「会話」、あるいは「コミ
ュニケーション」と呼ばれているものよりも、より狭義の行為であると考えていま
す。なぜなら、筆者の考える対話は、「話したいことは何か？」「それを話す自分の
立場・考えは？」「それを話す相手の意見は？」等、言語形式よりも話される内容
により重点がおかれるものであると考えるからです。つまり、フランス語「を」話
すのではなく、フランス語「で」話す活動であるといえます。
しかし、こうした立場については、次のような反論が浮かんでくるかもしれませ
ん。話される中身を重視するといっても、まず言語形式を習得してからでないと無
理ではないか？ そのような活動をやって、学生は一学期を通してどのような体系
的知識を身につけるのか？
以上のような反論は、授業の目的を、「ある観点からすでに制度化された学習項
目の習熟」ととらえる視点によるものではないかと考えます。もちろん、学習・教
育にこうした側面があることを否定はしません。しかし現代の学生は、スキルさえ
あれば、書籍やウェブから非常に多くの知識を得ることができます。これほどの学
習リソースがあふれる環境にありながら足労をして教室に集まってきた学生たち
に、すでに確立され体系として閉じられてしまった知識のみを学習目標とさせるこ
とが、本当に意味のある活動といえるでしょうか？
筆者はこのような問題意識から、「制度化された学習項目の習熟」ではなく、「学
生自身による学習活動の構成」に視点をおいた対話型授業活動の実践を続けていま
す。
２． 対話型授業活動の流れ
筆者は2009年頃から学生間の対話を中心にした授業設計のこころみを続けてい
ますが、当初からの大きな目標は、学生が自分の考えを口頭発表や小論文の形で発
信できるようになることでした。そのため、授業のなかで学生がフランス語でプレ
ゼンテーションをする機会を多くとりいれ、学生が提示したテーマを出発点とした
意見交換や、質疑応答、相互評価などの活動をとりいれてきました。
しかし初期の頃は、意見交換の不活性や、話される内容の理解不足から聞きっぱ
なし・言いっぱなしになってしまう、といった問題が次々と浮上していました。そ
のため、毎回の授業後の反省をもとに工夫を重ね、新しいツールをとりいれていっ
た結果、最近の実践では対話の活性化、対話内容の質的変化がみられるようになっ
てきました。
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例えば、2011年前期に実施した「卒論のテーマをフランス語で発表する」という
授業では、一学期のなかで以下のような流れを想定して実施しました。
１．話し合いによって、テーマを発見する
２．テーマを伝え、質問に答えてテーマを深める
３．参考文献の要旨と問題点を伝え、議論する
４．発表原稿をつくり、チェックしあう
５．発表会を催し、質疑応答・相互評価を行う
この手順において重要なことは、日本語で話す内容を考え、それを発表のために
フランス語に訳して話すのではない、ということです。前期のはじめということも
あり、３年生はもちろん４年生であっても、卒論のテーマが明確には決まっていな
い学生がほとんどです。そこで、テーマを考えて決めるという段階からフランス語
で話し合います。フランス語でブレインストーミングをして、自分の関心のある事
柄を人に伝えて質問を受けながら、自分が伝えたいこと、書きたいことを探ってい
くのです。
さらに、テーマをイントロダクションの形で伝え合う、読んできた参考文献につ
いて報告しあうなど、学生には自分のテーマについて話す機会が繰り返しあります。
また、最終的に発表原稿をつくったあとにも、フランス人留学生を含む他の学生と
のピアレビューを行うことで、フランス語のチェックと同時に話す内容に関する考
察を深める機会があります。
こうした一連の作業は、発表する側だけでなく、発表を聴く側にとっても重要な
プロセスとなります。なぜなら、ほとんどの学生は、初めて耳にする自分がよく知
らない分野のフランス語の発表を聞いて、即座に理解できるだけの能力はないから
です。ましてや、理系・文系の各専攻の学生の混合クラスで卒論のテーマについて
話してもらうわけですから、使用される語彙もお互いに知らないものがほとんどに
なります。相手のテーマを繰り返し聞き、内容についての深い議論に関心を持って
加わるという経験を通してはじめて、１０～１５分程の最終発表を聞いて質問がで
きるだけの準備が整う、というわけです。
学生は最終的に原稿を手にして発表を行いますが、それを完全に読むという行為
は推奨されません。相互評価では発表内容や言語形式だけでなく発表の方法や態度
も評価の対象となりますので、学生はお互いの発表の様子を見比べながら、自分た
ちで望ましい発表の仕方について学んでいきます。
３．対話型授業活動における工夫
ここで、本活動の実践におけるさまざまな工夫をご紹介します。
まず、各授業のはじめのアイスブレイキングの重要性です。本活動は学生間のイ
ンターアクションによって構成されていくという側面がほとんどなので、早い段階
から仲間意識をつくることはもちろん、毎回中心となる対話の活動にうつる前に発
言しやすい雰囲気づくりをすることが非常に重要になります。経験がある方も多い
と思いますが、時間がないからといってこの段階をおろそかにすると、その後の活
動の効率がぐっと下がってしまいます。このとき、はじめは少人数のグループから
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はじめるのが効果的です。また、ただの自己紹介やゲームではなく、自己表現の必
然性のある活動や、既有知識や意見の違いがうまれるような活動を準備することで、
学び合い議論しあう関係づくりを促します。
アイスブレイキングだけでなく、協同学習の考えをとりいれたさまざまな授業活
性化活動については、以下のような書籍が参考になります。
ジェイコブズ, J. ＆パワー, M. ＆イン, L.W.（2006）：『先生のためのアイディア
ブック――協同学習の基本原則とテクニック』日本協同教育学会
杉江修治・関田一彦・安永悟・三宅なほみ・編著（2004）：『大学授業を活性化す
る方法』玉川大学出版部
田中武夫・田中知聡（2003）：『「自己表現活動」を取り入れた英語授業』大修館
書店
デイビス, B.G.（2002）：『授業の道具箱』香取草之助・監訳、東海大学出版会
デイビス, B.G.＆ウッド, L. ＆ウィルソン, R.（1995）：『授業をどうする！カリフ
ォルニア大学バークレー校授業改善のためのアイデア集』香取草之助・監訳、
東海大学出版会
バークレイ, E. ＆クロス, P. ＆メジャー, C.（2009）：『協同学習の技法 大学教育
の手引き』安永悟・監訳、ナカニシヤ出版
ブリンクリ, A. 他（2005）：『シカゴ大学教授法ハンドブック』小原芳明・監訳、
玉川大学出版部
アイスブレイキングの活動のあとには授業の中心となる対話活動が続きますが、
その際、対話の媒介となるさまざまなワークシートを準備します。

図１．ワークシート

図２．ポートフォリオシート
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例えば、図１のワークシートは、学生が自宅でイントロダクションとなるミニプ
レゼンを準備してくるための用紙です。上から順に、「発表テーマ」「このテーマを
選んだ理由」「概要」を書く欄があります。この学生は、フランス語と日本語をお
りまぜて概要を書いています。この用紙は書かれた内容をそのまま読み上げるもの
ではなく、フランス語で話す前に、ひとりでじっくりと話す内容を吟味しておくた
めに使われています。
授業中に発見したこと、考えたこと、覚えておきたい表現などは、毎回配布する
図２のようなポートフォリオシートに記入されます。上から順に、「タイトル」「タ
スク」「自己評価」「教師への質問・メッセージ」という欄があります。この学生は、
グループでの話し合いの中ででてきた自分にとって新しい単語・表現をメモしてい
ます。また、他の学生の発表についての感想と、その内容に関して自分が考えたこ
とを書いています。このように、学習内容のふりかえりやアーカイヴ化を促進する
ポートフォリオというツールによって、学生自身がそれぞれその授業で学んだこと
を、自分なりの形にして残していきます。あらかじめ決まった学習内容が教師によ
って提示されその理解度をみる、といったものではありません。
４．学びのコミュニティづくり
授業活動における実際の学生間のやりとりや学生の記述については紙面の都合
上ここでは省略しますが、上記のような対話型授業活動の実践の中で観察されたこ
とは、学生間の意見の相違やフランス語のレベル差（＝学生の多様性）による摩擦
が、批判的な対話関係をうむきっかけとなり、そのような対話こそがお互いのテー
マを深く掘り下げる活動へとつながっていったということです。
このような関係性の中ではもはや学生も教師も、すでに制度化された体系にした
がって固定的な学習内容を習熟することに安住してはいられません。学生たち自身
が自らのテーマを学習活動の題材として提供し、教室の外まで学習リソースの入手
先をひろげ、異なる他者との批判的な対話関係の生成に関わっていかなければなら
ないからです。また教師も、予測不能な学生の変化をとらえ、それが生かされるよ
うな授業デザインの変更を更新しつづけていかなくてはなりません。
学びのコミュニティとは、このように変化しつづける関係性の総体をあらわすも
のだと考えます。そうしたコミュニティの創発をめざして授業をデザインする教師
も、学生たち自身が構成していく活動に触発されて変わっていく。そういう関係性
こそが、本当の意味での学びというものを媒介していくのではないでしょうか。
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Thème 2

地方都市における
フランス語学習コミュニティ構築の可能性
Création de communautés d'apprentissage dans la préfecture d'Ehime

越智

三起子

OCHI Mikiko
Université de Matsuyama
mochi?cc.matsuyama-u.ac.jp

都市部と異なりフランス語学習のための施設数も指導者の数も限定される地
方都市においては、学びの多様性という側面においてはマイナス面が多いと考えら
れる。しかしながら、地域と連携した学習コミュニティ構築という点では、そうし
た限定された学習環境というデメリットを逆手にとってメリットへと転じさせる
ことは必ずしも不可能ではない。本稿では、愛媛県におけるフランス語学習コミュ
ニティ構築のための試みを具体例として紹介し、他都市においても応用可能なコミ
ュニティ形成のプロセスについて提言してみたい。
1. インターネットを利用したクラスコミュニティ構築の試み
都市部と地方都市の学習環境格差をうめる手っ取り早いツールとしてすぐさ
ま念頭に浮かぶのはインターネットであるが、パソコン保持率は別として、Twitter、
あるいはFacebookをはじめとするSNSの地方における利用率はまだまだ低いこと
が指摘できる 1。インターネットサイト使用に関する技術的な問題は、教師による
インストラクションによってすぐさま解決できるものではあるが、日常的にインタ
ーネットにアクセスする習慣を持たない学習者をインターネット学習に参加させ
ることは至難の業である。そのため、まずは学習者の自主的参加を促すツールとし
てのQuizletの可能性に注目してみたい。
1-1.新たな学習空間形成ツールとしての Quizlet
Quizlet は、学習と遊びの要素を兼ね備えたオンライン型の単語帳作成サービ
2012 年４月に新入生 70 名を対象にコミュニケーションサイトの利用率に関して筆者が行っ
たアンケート調査によれば、アカウントの保持だけでなく日常的に利用していると回答した学
生は、Twitter 17%、Facebook 6%であった。
1
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スで、学習者は音声を聞きながらの綴り字練習やテスト、単語の意味を暗記するた
めのマッチングゲームやスペリングゲームなどを活用し、ドリル学習を行うことが
できる。フランス語に関しては、動詞活用・単語の反復練習によってその習得効果
が最大限に期待できるが、そうした技能の定着に果たす有益性以上に筆者が着目す
るのは、「単語帳の共有」と「グループ形成」という Quizlet がもつシェア機能であ
る。以下松山大学の初年度フランス語クラス（39 名）での活用例を報告したい。
対象クラスで教科書として使用している Pierre et Hugo（白水社）は、単語帳
部分が空白になっており、学習者自身で内容を書き込む構成となっている。そのた
め初回授業においてパソコンを使用し、Quizlet の使用方法と教科書名によるグル
ープ登録を行い、一つの課に対して 3〜4 名の学生を指示、宿題としての意味調べ、
授業前の板書に加え、自宅での Quizlet への単語入力を指示した。「単語帳の共有」
機能により、作成された単語帳はクラス全員で共有されテスト前の復習に利用され
るため、指示された学生たちは責任感をもって入力することとなる。さらに「グル
ープ形成」によって単語帳の編集可能メンバーを設定できるため、グループメンバ
ー、教師による間違い訂正が可能となる。また、このグループ化によって、教師は
学生の単語セットの学習度合いを確認できるというメリットを得られる。一方学生
は、画面上に各セットを速く修了したチャンピオン名が表示されることで競争意欲
を刺激されるが、その効果はライバルたちが身近なクラスメイトであることからよ
り一層の刺激となる。加えて、グループ内チャットも可能であるため、使用方法が
わからない学生がチャットで助けを求めるという場面もみられた。
実際のところ、技術習得的なオンライン単語帳というその特性上、Quizlet の
もつ学習機能自体にフランス語学習に対する学生の内発的な動機の誘発を期待す
ることは難しい。インパクトは大きいが一時の遊具的な様相をおびやすいネット学
習ツールに対する継続的アクセスの問題に関しては、セットに登録されている動詞
活用と単語を用いた小テストを定期的に授業内で行っていくなどの外的誘因が必
要となるであろう。しかしながら、Quizlet はネット上のコミュニティと実際のク
ラスコミュニティをリンクさせ、そこで学生達が学ぶために共同できる教室プラス
αの学習空間を提供するという点で多くの可能性をもっており、その活用法が今後
検討されるに価するツールであると考える。
2. 教室外コミュニティとの関わり
未だ社会性を学ぶ経験を多く持たない学生たちにとって、彼らを取り巻くコ
ミュニティはクラスやサークルといった閉鎖的なものとなりがちである。語学教育
の目標の一つを異文化理解という他者との積極的な関係構築ととらえるならば、ク
ラスというコミュニティは、大学内フランス語学習者コミュニティ→大学外のフラ
ンス語学習者・フランス文化関連コミュニティ→世界のフランコフォンコミュニテ
ィとの関係構築と拡大の道を辿っていくのが自然であり、そうしたより大きい世界
との共同を学ぶことが重要となるであろう。そのために必要となってくるのは、第
一にフランス語が自分と関係のある現実世界において機能している言語であるこ
とを実感させ、次いで、フランス語を中心とする教室外コミュニティの発見を通し
て他のコミュニティと自分との関連性を認識させることである。以下、教室外コミ
ュニティとの関わりという点で有益であったと思われる事例を二つ紹介したい。
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2-1. 教室外コミュニティとの連絡ツールとしての La poste サイト利用
まずは、教室にいながらにして他のコミュニティからのリアクション体験が
可能な例として、La posteが運営するPère Noëlのサイト 2上から、サンタクロースに
手紙を書かせ、実際にフランスから送られてくるクリスマスカードを入手させる
（無料）という方法を紹介したい 3。実施対象は、2 年生以上を対象とするリーデ
ィングクラス（毎年 20 名前後）で、授業時間は 3 コマ利用した。
1.グループごとに分担して、フランスの子供達が書いたサンタクロースへの手紙文
の翻訳・サイトの使用手順のフランス語読解を行う。
2. 自己紹介と条件法を使って、各自作文。教師による間違いチェックの後、実際
にサイトにアクセスし入力。
3. サンタクロースから届いた手紙の翻訳。
繁忙期でなければカードは一週間程度で届くが、手紙の翻訳作業は冬休み空けの授
業に設定しておいたところ、内容を知りたく自分で訳してみるものも出てきた。ク
リスマスの時期に子供達がサンタクロースあてに書いた手紙に返事を届けようと
するフランス郵便局の取り組みと日本との文化差を実感させるのに有益であり、何
よりも実際に手紙が届くということのリアル感がダイナミックな学びとなり、学生
たちに及ぼす影響は大きい。
2-2. 県立美術館との対話型美術鑑賞ワークショップ
次に、大学外フランス関連コミュニティとの接触という点で有益であった愛
媛県美術館協力による対話型美術鑑賞ワークショップ参加の試みを紹介したい。松
山大学は市内中心部にあり、たいていの主要文化施設が徒歩圏内にあるという地方
都市ならではの利便性をもつ。その地理的メリットを利用して、これまでは教師が
単独で学生たちを授業時間内に美術館で開催される展覧会に引率するという形で
学外活動を行うことがあった。2011 年度は「19 世紀フランス絵画の流れ 印象派
の誕生」展覧会の愛媛県美術館での開催に伴い、フランス語の授業が集中する一曜
日を選択し、フランス語 4 クラス合同で美術館訪問を行うことにした 4。愛媛県美
術館では、美術館スタッフ・作品ガイドボランティアと一緒に一つの作品をじっく
り見てグループで自由に語り合う「対話型鑑賞プログラム」を教育普及政策として
実施しており、学生達はこのプログラムに参加後、自由に館内を見学するというか
たちをとった。
訪問後のアンケート調査によると、80%以上の学生がこの時点で美術館訪問
毎年 11 月頃に www.laposte.fr/のサイト上に公開される。通常は、www.laposte.fr/pere-noel/
の URL で公開。
3 実際にフランスのサイトにアクセスし個人情報の書き込みを行うため、大学側に確認し、学
生にリスクを説明し了解を得られれば利用に際して問題はないという回答を得た後授業で活
用した。
4 チケットは生協スタッフの協力の下美術館訪問前の授業での教室での販売を行い、現地集
合・現地解散のかたちをとった。
2
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が初めてであり、以下の二点に集約されるような回答が目立った。まずは、自分と
は無縁と思われていた美術館という文化施設が自分の住む世界にリアリティをも
って入ってきたことに関する喜びと意外性を語るもので、この驚きは、案内してく
れるガイドの存在、さらには一般の訪問者を目のあたりにすることによって、フラ
ンス絵画を核とするコミュニティが存在することへの気づきと驚きにも波及して
いる。つぎに、対話型プログラム参加で他者の意見を聞くことによって、同じ絵で
ありながら人によって見え方、感じ方、考え方が異なるという多面的思考の意識化
が行われ、また自らが語る場面では、正誤の判定を受けることなく、自由に人前で
自分の考えを説明し受け入れてもらえるという体験を経ることで、語ることの喜び
に気づいたという回答が目立った。こうした体験は、単にフランス語やフランス文
化に対する知識を豊富にすること以前の段階として、コミュニケーションの本質を
理解させ、文化を中心とするコミュニティの発見とそこへの参加というリアルな経
験をさせるツールとして学生のモチベーションアップに貢献するであろう。
3. 大学外コミュニティとの連携の可能性
これまでは、大学を中心としてフランス語学習のコミュニティ形成に有益と
思われる方法について検討してきたが、以下愛媛県今治市における社会人を対象と
したカルチャースクールでのコミュニティ構築の例について報告したい。
3-1. 地域映画館・地元企業のタイアップによるフランス映画上映会
筆者が社会人に対して講義を行っているのは、県庁所在地である松山市、そ
こに隣接する今治市においてである。両市においてカルチャー教室の母体となって
いるのは、新聞社・ガス会社であり、地元密着型の企業として住民の認知度は高い。
愛媛県におけるフランス語学習可能施設は多くないため、必然的に筆者の元に両市
におけるフランス語学習者が集中し、随時 60 名程度の社会人が筆者の担当するい
ずれかのクラスに属しているというのが現状である。上映会は、実施当時シナリオ
を読んでいたクラスがあった今治市で『シェルブールの雨傘』が公開されるのを機
に行われた。今治市には、大型のシネマコンプレックスと小規模ではあるが良質の
映画を上映するミニシアターが存在するが、上映会は後者の特定の上映回を借り切
るという形で実施された。通常映画上映会を企画する際には、映画会社よりフィル
ムを借用し自主上映会の形で実施、あるいは DVD を持ち込んで場所を確保し上映
会を行うといったような形態が考えられるが、これらの形態は資金的・労力的また
著作権といった面からも乗り越えていかなければならない課題が多々ある。しかし
ながら、一定の上映回を借り切るという方法であれば、通常の鑑賞料金は必要とな
るが、それ以外に追加費用は必要なく、また貸し切りという限定された空間である
ため上映前に監督・俳優に関する予備知識を与えるなど講義的要素もおりこめると
いうメリットがある。むろん、対象フランス映画の公開にあわせて日程を組まなけ
ればならないという制限は出てくるが、担当者の話によれば、古くない映画であれ
ば、リクエストによって上映に協力できる可能性は小さくないということであった。
元来それほど大きな集客力を持たない地方都市における小さな映画館である
ため、例えば 10 名程度であっても確実に集客が見込める内容の映画を選択して上
映することにデメリットは見当たらず、リクエスト上映という方法に関しては映画
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館側も積極的である。私的見解であるが、こうした催しは、フランス語学習者コミ
ュニティによる関係産業のバックアップという経済的観点から、学外映画館で行わ
れるのが理想であろう。学習者コミュニティ側にとっても、フランス映画上映の地
方都市における誘致の可能性を高め、一般の観客に鑑賞の機会を提供することでコ
ミュニティ拡大のきっかけを得るというメリットが生じる。また、今回の上映会で
は利用しなかったが、上映会の実施を後から知ったカルチャークラスの運営企業担
当者から、多額でなければ次回より協賛金の支出が可能であるという申し出を受け
た。実際のところ、クラスを通して知り合ったメンバー間で生まれる良質の企業イ
メージは、口コミが命である地方の中小企業・店舗にとってもメリットとなる。フ
ランス語を通して関わりをもったいくつかのコミュニティがそれぞれ何らかの恩
恵を被るというこの今治市の事例は、学外におけるフランス語を軸とした地方コミ
ュニティの拡大の可能性という点で検討に価するのではないだろうか。
4. おわりに
以上紹介してきた事例は、いずれも実施するのに空間的な制限をうけないと
いう点で共通している。つまり、地方と都市の格差をうめるに等しく、学内と学外
コミュニティの壁を取り払う可能性ももっているものである。Quizletのグループに
社会人を、学外上映会に学生を参加させることは容易であり、そうした交流によっ
てそれぞれのコミュニティは活性化するであろう。現状では、大学の施設やシステ
ムを使って学内コミュニティと学外コミュニティを結びつける場とすることは至
難の業であるが、インターネットを活用し、教師が学外施設に目を向け関わり合お
うとする意識をもつことで、ある程度まで現実世界の空間的束縛からは逃れること
ができるのである。インターネットを利用した学習コミュニティ構築に関しては、
筆者はネット上にてフランス語・文化関連記事執筆、メールマガジン発行という形
を通じて職業的にフランス語コミュニティを運営する機会を得た 5が、その経験上、
Twitter, Facebook, Mixiなどのコミュニケーションサイトは非常に多くの可能性を
提示するであろうが、元来匿名性とヒエラルキーのなさという平等な横の広がりを
得意とするネット上のコミュニティの中に、教師という縦の社会に属する存在が関
わりをもっていくことはなかなか一筋縄ではいかないように思われる。むしろ教師
はインターネットのもつ平等性の特徴を理解しながら、情報発信・情報収集・情報
共有にTwitterを利用し、意見交換の場としてFacebook, MixiなどのSNS、さらには交
流拡大のためにViadeoのようなビジネス用SNSを併用することの方が有益であろ
う。また、自作教材の共有という点でいえば、インターネット上のフランス語教材
リンク集であるLe Point du FLE 6のようなサイトの日本語版の作成も待たれるとこ
ろである。学内・学外・ネット上、それぞれ異なる空間で試行錯誤しているフラン
ス語学習者同士を結びつけ、フランス語を核としたコミュニティのさらなる拡充の
ためにも、教師もまた閉ざされたコミュニティで現状維持をはかるのではなく、開
かれた世界へとコミットしていく必要があろう。
All About : http://allabout.co.jp/gm/gt/1419/
「ガイド」とよばれる各分野の専門家が記事を執筆し、サイトは関連企業による広告収入で運
営される。筆者は 2005 年から 3 年間フランス語ガイドを担当。
6 http://www.lepointdufle.net/
5生活総合情報サイト
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Thème 2

ウェブサイトと SNS で作るフランス文化の学びの場

釣

馨

TSURI Kaoru
Université de Kobe
QYI02471?nifty.com

フランス関連情報サイト FRENCH BLOOM NET を運営して 8 年余りが経つが、
このサイトはフランス語学習者にフランス関連情報を提供し、自主的な学びの場を
作るために始めたものである。さらにサイトと連動させる形で 2010 年 3 月からツ
ィッターを始め、4 月末現在でフォロワー数は約 7500 人に達し、フランス語を学
ぶ学生だけでなく、フランスに関心のある社会人の人たち、フランス在住の人たち
などと交流しながら、授業という制限のある時間、クラスや大学という閉じた場を
超えた情報交換や気づきや学びの場を生んでいる。
2011 年に日本のツィッター Twitter 人口は 1500 万人に達したが、情報フィード
型のメディアであるツィッターはフランスの文化的な情報の提供にも有効なのだ
ろうか。またツィッターに一般的な教育効果があるとすれば、それはどのようなも
のだろうか。自らの運営上の体験やアクセス解析で得られたデータも踏まえて考え
てみたい。
Ⅰ．情報のフラット化とフランス文化のキュレーション
ジャーナリストの佐々木俊尚は、ツィッターでフォローするということは、その
人の視座に入ることだと言う。その人のツィートが自分のタイムラインに流れこん
でくると、その人の視座で世界を見ることになる。それは情報そのものを得ること
よりも、その人の情報のフィルタリングや情報への意味の付与の仕方を学ぶことに
なる。リテラシーを自分だけで鍛えるのは難しい。モデルとなる視座に自分を重ね
て、それを真似ながら、ときには批判的に自分の視座を作り上げていく。このよう
な視座を提供する人間を近年キュレーターと呼ばれている。
日本でキュレーターは博物館や美術館の学芸員の意味で使われている。芸術作品
の情報を収集し、実際に作品を集め、一貫した何らかの意味を与えて企画展として
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成り立たせる仕事のことだ。これはノイズにまみれた情報の海から、ひとつのコン
テクストに沿って情報を拾い上げ、SNS 上で流通させる行為と重なり合う。このよ
うにキュレーションの価値が高まっているのは、情報が爆発している状況の中で、
情報そのもとの同じくらい、情報をフィルタリングすることが重要になっているか
らだ。先に述べた視座とは、その人固有の情報のフィルタリングの方法と言い換え
ることもできる。キュレーション・ジャーナリズムという言葉も使われており、1
次情報の取材と同じくらいに、すでにある膨大な情報を仕分けして、それらの情報
が持つ意味を分かりやすく読者に提示できる能力が求められている。
個人の視座が重要なのは、情報が増殖していると同時に、情報がフラット化した
からである。もはや文学や芸術を頂点とするような文化的な階層があり、その体系
の中で個々の作品が価値づけられるような形で文化は存在していない。すべてが情
報として同じ平面状にある。ミシェル・ド・セルトーは『文化の政治学』の中で、
1968 年後の学生の文化的な状況は「書店を見ればわかる」と言った。
「本屋の光景
は学術書とポケット版が隣りあうような文化空間に呼応し、序列化ではなく、ひと
つの表面をつくりなすマスカルチャーの表現になっている」と。今はインターネッ
トを見ればわかる。68 年以降の書店の状況がさらに徹底化され、すべてがフロー
化し、フラット化しているので、検索エンジンや情報キュレーターの助けを借りて、
私たちは自分のための情報の序列化を試み、自分なりの視座を構築せざるをえない
のだ。かつては階層化された価値体系の伝達者が高い地位にあったが、情報がフラ
ット化したことで、それを読み込む側に主導権が移ったとも言える。この「個人の
読み込みモデル」はだいぶ前から言われているが（例えば、東浩紀が『動物化する
ポストモダン』で唱えるデータベースモデル）、ようやくそれが SNS などによって
現実化してきたということだろうか。
階層化された文化の反映として、かつてフランス文化と言えば、文学や思想と相
場が決まっていた。また、これまでフランス語の学習が大学において主として文学
と翻訳に偏っていたのは、既成の価値体系によって規定された一種の分業体制であ
る。しかし、今はフランスから届く情報も、ネット上や学生のフランスに対する関
心も多種多様としか言いようがない。それには欧米に追従する明治以来の「キャッ
チアップ」モデルが破綻したことも大きく影響している。もはやフランスはキャッ
チアップする目標ではなく、グローバル化で日本とフランスは豊かな伝統文化を持
つが今は落ち目の国として同じような問題に直面している。学生のあいだでかつて
の教養語だったフランス語の受講者が減り、近隣の中国や韓国の言語への関心が高
まっていることも欧米の相対化の表れである。またかつて日本の若者がフランスの
ハイカルチャーに憧れたように、今はフランスの若者が日本のサブカルチャーに強
い関心を示している。さらに国家戦略的に仕掛けられた韓流文化がそこに割って入
り、文化的なヘゲモニーも、その都度、フォーカスされるテーマも刻々と移り変わ
っている。
西垣通は『ウェブ社会をどう生きるか』の中で、従来の「教え込み型教育」を批
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判し、それに生物情報学をモデルにした「しみ込み型教育」を対置している。「教
え込み型教育」とは、言語化された明示的な知識体系が前提となっていて、知識体
系を細かい要素に分解し、綿密なカリキュラムにしたがって学習者の頭脳に注入し
ていく教育である。まさに今の学校教育のモデルなのだが、一方、今の時代に適合
する「しみ込み型教育」は、生物が環境とコミュニケートしながら生きているよう
に、もつれあい、波打っている情報の大海の中で、「今この時間に自分が生きる上
でもっとも重要な情報を拾い出す能力」を身に付けさせる教育だという。世界がノ
イズの海となり、生物にとっての環境に似るのは世界がフラット化したからだ。
「自
分が生きる上で」と言われているように、情報の価値はあらかじめ決まっているの
ではなく、個人の置かれた条件やコンテクストに依存する。
生物モデルと言えば、佐々木俊尚もバイオホロニクスの用語であるセマンティッ
ク・ボーダーに言及している。それは自己の意味的な境界である。生物は様々なボ
ーダーを設け、自分だけのルールによって、同一性を保ちながら、外部から情報を
取り入れる。一方、環境は刻々と変化するので、セマンティック・ボーダーは固定
化されることはない。変化に応じて柔軟に組み替えられる必要がある。このモデル
からは、キュレーターはセマンティック・ボーダーを組み替える人たちと再定義で
きる。ボーダーを再設定することでそこに新しい意味や価値が生み出される。
またキュレーション能力は、社会人や学生に求める新しい能力として経済団体連
合会や文部科学省が定義しているものとも共通する。1996 年に経済団体連合会が
提出した「創造的な人材の育成に向けて―求められる教育改革と企業行動」の中に
は、「知識として与えられた解決策を機械的に適応するのでなく、既存の知識にと
らわれない自由な発想により自力で解決する能力｣が求められると書かれている。
これと教育の領域において対応するのが、1996 年の中央教育審議会の第 1 次答申
に打ち出された「生きる力」である。「生きる力」もまた「単に過去の知識を記憶
しているということではなく、初めて遭遇するような場面でも、自分で課題を見つ
け、自ら考え、自ら問題を解決していく資質や能力である」と定義されている。つ
まり、大きな規範が失われあとに要請される、個人が手持ちのありあわせのリソー
スで問題解決をはかるブリコラージュ的な能力と言えるだろう。「生きる力」を保
つために私たちは学び続けなければならず、変化の速い社会の中で、人生は再適応
の連続となる。大学で学んだことが一生有効であることはなく、生涯教育が当たり
前になる。これからは大学で学び直し、途中で職業訓練を受けるということが頻繁
に起こるだろう。それは現代の生産のサイクルにおいて知識と情報の果たす役割が
大きくなっているからであり、つまり情報の絶え間ない組み替えによって新しい価
値を生み出す仕事が主流になっているのである。
Ⅱ．語学学習とキュレーションの両輪
「情報が持つ意味を分かりやすく読者に提示する」というキュレーションは、も
ちろんフランス文化についても適用できる。
「今この時間に自分が生きる上でもっ
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とも重要な情報を拾い出す能力」を伸ばし、「セマンティック・ボーダー」を自在
に操り、個人の視座を鍛錬するための格好の題材となる。フランスというカテゴリ
ーは、世界を考える上での、格好の足場となる、ちょうどよい規模の枠組みなのだ。
かつての勢いはないにせよ、フランスは学生の関心をひきつけるブランド力も十分
残している。また現在において若い世代で共有されているものはサブカルチャーで
あり、彼らのあいだにコモンセンスを育むとすれば、この分野をフランスに関わら
せながら活用するしかない。サイトでも必然的にサブカルチャー批評が多くなって
いる。
図らずも当初から FRENCH BLOOM NET はフランス文化のキュレーション・サ
イトだったわけだが、始めたころは個人的にコーディネートという言葉を使ってい
た。フランス文化とサイトの読者のあいだを取り持つという意味である。ツィッタ
ーではフランスの政治経済のニュースや、映画や音楽などの文化情報を要約やコメ
ントをつけて流しているのだが、それに加え、サイトの更新情報を流し、ニュース
に関連する過去ログにリンクを貼ることで、ツィッターのフォロワーをブログへと
誘導している。それは 140 字の短い文章から比較的長い論理的な文章への誘導でも
ある。教師がサイトや SNS を運営することは、自らがリテラシーのモデルを示す
ことに他ならないが、一方的な情報や視座の提供者という立場もありえない。教師
が学生から学ぶこともあるだろうし、優れたキュレーターを探して謙虚に師と仰ぐ
ことも必要だろう。
「価値あるものは放っておいても人は関心を持つ」という考えはもはや通用しな
い。価値があると思うことを人に伝えたいと思えば、適切なコーディネートや、関
心や好奇心を持って人が集まるような場や仕組みを作ることが不可欠だ。普段私た
ちはある情報を前にしたとき、当然その内容に関心を向ける。しかし情報が乱立し
ている状況では、まずその情報の存在を開示しなければならない。そのためには他
者の視線の中に立ちはだかることも、人目をひくような仕掛けを作ることも必要だ。
そのようなパフォーマティブな次元が情報の内容に先立つからだ。
フランス語学習のもうひとつの車輪として、多種多様なフランスの情報をキュレ
ーションすることは実は理にかなっている。語学学習とは言語を駆使してどんな状
況にも対処できるような柔軟性を獲得することだからだ。そもそも言語能力は「今
ここで」どんなことにも対処できる一般的な知識や知性にかかわっている。なぜな
ら人間は言語によってあらゆることを語るのであって、特定の分野に限定されるわ
けではない。もはや個人の役割が明確に細分化されず、一生続くような仕事が与え
られないような、流動的で変化の速い社会に居合わせる私たちは、むき出しの世界
に放り出された人間の原初の状態に似ている。あてにできるのは自分の言語能力と
ありあわせの一般的な知識と知性だけだ。そこからコミュニケーションの主体とし
て立ち上がり、言葉によって人に働きかけ、キュレーションを通して情報に働きか
けるしかない。
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カナダ・モントリオール大学における教員研修
―日本のフランス語教育における実践の可能性―
Bilan du stage au Québec 2011

土屋
小板橋

良二, TSUCHIYA Ryoji, Université Tsuda

淳, KOITABASHI Jun, Lycée Jeunes Filles de Sumanoura
水野
西川

いずみ, MIZUNO Izumi, Université Doshisha

葉澄, NISHIKAWA Hasumi, Université Sophia

吉澤

英樹, YOSHIZAWA Hideki, Université Seijo

はじめに
私たち日本人スタジエール 5 名は 2011 年のケベック・スタージュに参加した。
ここでは、ケベック・スタージュの内容について紹介するだけではなく、私たちが
体験した教育プログラムの特徴についていくつかの視点から分析し、ケベック・ス
タージュで学んだことを日本のフランス語教育の現場でどのように生かすことが
できるかということについて考えてみたい。
1．ケベック・スタージュについての概要
2011 年 7 月 25 日(月)から 8 月 12 日(金)までの 3 週間、Stage en didactique du
français, culture et société québécoises が Université de Montréal で行われた。今回の参
加人数は私たち日本人 5 名とモンレアル市在住のフランス語教師 3 名の計 8 名であ
った。月曜日から金曜日の午前が教授法の授業で、午後にはアトリエなどが組まれ
ている。初日はスタジエール全員の初顔合わせや MRI(国際関係省)から支給される
生活費(300$CA)の受取り、学生証発行などの諸手続きで終わる。翌火曜日朝に講師
やスタッフとの顔合わせを兼ねた朝食会が催され、その後本格的に授業が始まった。
一方的な講義というよりも、全体あるいはグループに分かれて話し合い、意見交換
を行うという形態であった。これは今回のスタージュが少人数だったからこそ実現
可 能 で あ っ た 授 業 形 態 で は な い だ ろ う か 。「 グ ル ー プ に よ る 協 同 作 業 」 と
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「documents authentiques を用いた授業」を組み立てるための方法論を身につけるこ
とがスタージュの基調となっていた。実際にグループに分かれて何らかの activité
を考える際に使用するのも documents authentiques であった。
スタージュには travail individuel と travail en équipe という２つの課題が設けられ
ている。いずれも documents authentiques を使用することが前提であり、travail
individuel はモンレアル市内で入手可能でしかもケベックに関する内容の印刷物を
用いて教案を作成するというものである。対象クラスの明確化、「導入・展開・ま
とめ」の 3 段階で授業を構成、時間配分の明記などの条件を踏まえた上で指定枚数
内の教案を提出する。travail en équipe はグループに分かれてケベックに関する
documents authentiques を用いて授業を組み立てなければならない。こちらの課題は
最終日の午前中に実際に模擬授業の形で発表した。
午後のアトリエはケベック文化に触れる貴重な機会で、ケベックの言語・歴史・
文学、シャンソン、映画、IT など内容が豊富であった。校外活動は市内観光、植
物園見学、専門書店巡り、ケベック・シティ訪問などが企画されていた。
ここでスタッフについて紹介しておこう。スタージュ主催者側代表 Suzanne
Fradette、教授法の授業は Denyse Hayoun が担当。午後のアトリエは様々な講師が
各自の専門分野を担当。校外活動のコーディネーターは Jean Duchesneau、私たち
に同行して案内してくれる専属スタッフもいる。(敬称略)
2．スタージュの特徴
このスタージュの特徴はまず、授業の構成とその展開にある。午前中の３時間
半の全ての授業を同じ講師(この年の担当 Mme Hayoun はアルジェリア生まれのフ
ランス人、現在はカナダの大学で英語話者にフランス語を教えている)が担当する。
日替わりで授業のテーマ（クラスを活性化する技術、学習ストラテジー、読解、
documents authentiques、協同学習、作文と文法、語彙、聴解、TICE、文化と外国語
教育、評価、発音）が設定され、教師として授業を構成するための総合的な視野を
養えるようになっている。ケベックのフランス語学習者はカナダだけでなく北米全
土の英語話者、その他の地域からの英語を話す移民、英語を話さない移民、留学な
どでやって来る外国人などであり、フランス語教育は外国語教育であると同時に第
二言語教育でもある。それゆえこのスタージュのアプローチは英語圏にあって第二
言語教育に重きを置くケベックならではの実践的なものと言えよう。授業テーマに
関する大量の資料がスタージュ初日に配布され、その内容に関するディスカッショ
ンから始まり、理論を把握し、個々の授業でどのように実践していくか、その応用
方法の考察へと授業は展開する。グループワークが重視され、毎回様々な人数のグ
ループで課題に取り組む。研修参加者が相互に意見交換を繰り返すなかで、フラン
ス語教員としての共通認識・連帯感が育つ仕組みである。また模擬授業の課題には
ケベックの文化、社会的側面を表す documents authentiques の使用が求められ、資
料の選択と授業の構成の中で、フランコフォニーへの意識も高まるようになってい
る。課題の特徴はストラテジーと協同作業にあるだろう。個人の課題では activité
をいかに構成するか、pré-lecture, activité, post-lecture という３段階の手順の意識化
によって、学習者の注意を学習目的に集中させ、より効果的に学習活動を進める方
法が求められる。また、グループの課題では課題実現のためにどのように役割を分
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担し、全体を完成させるか、メンバーの協力の姿勢が問われることになる。
もうひとつの特徴は成績評価方法の公開にある。個人およびグループでの課題
（各 40%）授業参加の姿勢と午後の講義への参加（各 20%）となっており、各課
題においても評価基準が数値化されている。またスタジエールの自己評価もあり、
北米英語圏の授業評価方法の影響を受けている。
3．グループワーク
ケベック・スタージュにおいて重点が置かれていたグループワークについてさ
らに論じたい。グループワークの重要性が特に強調されていたためである。
もちろんフランスにおいてFLEにおけるグループワークは、コミュニカティ
ブ・アプローチ以来、基本中の基本であり、「外国語で他者とコミュニケーション
をとれるようになる」という目的で、学習者を２人、または３～４人のグループに
分けてactivitéを行うことが教員に指導されてきた。一方、教員養成においてグルー
プワークが課題の条件として取り入れられているかというと、長期のFLEの教員養
成プログラム 1においては、グループ単位で教材を作成し、その教材の作成意義や
分析等を論文形式にまとめる課題に大きな比重がおかれるが、夏季スタージュのよ
うな短期の教員養成においてグループワークによる課題が義務付けられる例は、筆
者の知る範囲ではないように思われる。フランスのスタージュは規模が大きく、授
業の履修方法が選択制であるなど、そもそもシステムが異なるためでもあるだろう
が、ケベックにおけるグループワークによる課題への比重の高さは注目に値する。
おそらくその理由として、協同学習の理念と実践が北米の教育機関において深く浸
透しているという背景と関連があるだろう。このスタージュでは、グループワーク
の理論だけでなく、教員が実際にグループワークに参加することを通して、その重
要性や効果を体験し、実感するに至ったといえよう。筆者は授業において 10 年以
上グループワークを援用してきたが、今回の体験により、その効果についてさらに
実感を深めることができた。そのため、コミュニカティブ・アプローチを採用した
ことのない教員にとっては、ケベック・スタージュで得るものが非常に多いのでは
ないかと思われる。
今回のアトリエではグループワークの効果を体験する一例として、聴覚による語
の記憶の際に、「一人で覚えられる語数には限界があるが、グループで記憶を共有
すると語彙数が倍増する」という体験をしていただいた。また、実際に授業で体験
したグループ作業による読解の教案作成の例も紹介した。
4．文化をどう扱うか？
スタージュの名称にも入っているように、ケベックの文化について学ぶことはフ
ランス語教授法の習得とともに、この研修の重要な目的の一つである。外国人がケ
ベック文化に触れる機会をつくることは、英語圏の北米にあって数少ないフランス
語圏の存続を賭けた真剣な試みではあろう。また、スタージュにおいてそれはフラ
ンス語教育のフィルターを通したものとして提示されており、それが大変有意義な
1

例として、パリ第三大学でなされていた DUDL (Diplôme Universitaire de Didactique des
Langues)。
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ものに感じられた。
今回のアトリエでは、実際にスタージュで使用されたケベックのバンド Mes
Aïeux の楽曲 Dégénérations（2004）のビデオクリップを用い、グループワークを通
してそこから読み取れるケベックのイメージについて挙げていただいた。さらにそ
の後、やはりスタージュで使用された 2006 年から放映されているケベックのホー
ムドラマ Pure Laine の一部を紹介した。以上のように、伝統的価値観の崩壊に直面
する現代ケベックの状況に対して対照的な態度が読み取れる二つの例を参加者に
体験していただいた。
スタージュでは、事前に配布された論文を読み込み、「文化とはなにか」と問う
ディスカッションを通して、文化そのものの捉え難さについて認識を共有すること
から出発した。「文化は静的なものではなく生成していくものだということ。それ
も通時的のみならず共時的にも生成していく」のである 2。「文化」と一口にいって
もその内か外か、または内部にあってもどこに視点を置くかによって見える風景は
全く異なる。そのことを踏まえ、スタージュではケベック文化について一元的なイ
メージが形成されるように誘導することなく、解釈を開くように工夫されていた。
FLEの視点からみたこの体験の重要な点は二つある。まず、ケベックで触れたあ
らゆるものが貴重なdocuments authentiquesであり、言語を通して新たなフランス語
圏の「文化」を知り、今後の教室内での活動に広がりを与える類まれな機会となっ
たことである。しかし、より重要なことは、「自律した学習主体」として学習者を
扱い、学習対象言語を介在させ、彼らを一方的に教師が誘導するのではなく、単純
な答えのない問題を考えさせるというFLEの重要な教育理念がスタージュでは「文
化」というものを学ぶ際にも徹底されていたことであろう 3。
5．私たちの協同作業とフィードバック
私たちはケベック・スタージュにおいて教室内で協同学習の活動をどのように
展開するかということについて体系的かつ実践的に学んだ。今回の私たちの発表も
これらの学びの延長上にある協同作業であると同時に、現地スタッフ、スタジエー
ルの支援を得て、ケベック・スタージュの臨場感をアトリエでお伝えしようとする
試みでもあった。この論考において展開されているケベック・スタージュの分析そ
のものがまさに私たち日本人スタジエールのフィードバックであるが、それに加え
て、いくつかのコメントを紹介しておきたい。
「知っていることを一方的に教える
のではなく、学習者が自律的に学びへと向かうことができるように補助する役割の
重要性に気付いた。」（吉澤）「体験を通して理論を習得するという面が優れており、
グループワークや教材作成、教案作成の課題をするにあたって新たに学んだことは
多かった。」（西川）「グループ作業をさせる際に、各学習者の役割をより注意して
観察するようになった。グループの作り方、段階を踏んで activité をさせる方法な
どは、フランス語の授業だけでなく、教授法の授業でも役に立っている。」（土屋）
2

Marie-Françoise NARCY-COMBES, « Enseigner une culture étrangère », in Précis de didactique.
Devenir professeur de langue, Paris: Ellipses, 2005, p.120. [ISBN: 2-7298-2022-1]
3
アトリエにおいて、岩田好司先生（2010 年度ケベック・スタージュ参加）から、この方法論
こそが「知識」というものを構築主義的視点から考える北米の教育法の影響を色濃く反映した
ケベック・スタージュの特色であるとご指摘いただいた。
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« Le stage m’a permis de prendre conscience de l’importance du travail en équipe dans
une classe de langue. Le fait d’avoir dû travailler en équipe moi-même m’a aidé à
comprendre que cet exercice était stimulant, enrichissant et créatif. » (Carmen CRISTEA)
最後に、発表の準備段階において、スカイプ映像・録音・文書など、様々な通信
手段を利用してケベック在住のスタッフ、スタジエールに御参加いただいたことに
心より感謝したい 4。このような協同作業を通じて、ケベック在住のスタッフとス
タジエールの間の交流がさらに深まり、ケベックと日本をつなぐ「学びのコミュニ
ティーづくり」を体験することができた。このような協同作業のダイナミズムを味
わうことができたことがケベック・スタージュの醍醐味であったと考えている。
アトリエで紹介した音声、映像等を以下に記す。(敬称略)
音声によるスタージュ紹介（スタージュ主催者側代表 Suzanne FRADETTE）
スタージュ紹介文（教育法の講義担当 Denyse HAYOUN）
ビデオ映像によるスタージュ紹介（映画・IT 関連の講義担当 Emmanuel POISSON）
映像によるフィードバック・コメント（現地スタジエール Marjan, Carmen)
論考執筆担当部分およびアトリエの発表の準備段階における作業分担
小板橋
土屋
西川
吉澤
水野
論考 1.概要
2.スタージュ 3.グループワーク 4.文化 5.共同作業と
の特徴
フィードバック
ｱﾄﾘｴ 論考
代表
ﾊﾟﾜｰﾎﾟｲﾝﾄ編集
ﾚｼﾞｭﾒ
ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ収録
準備 編集
ブログ作成
編集
録画編集
おわりに
ケベック・スタージュを通じて私たちはグループ活動の大切さを体験的に学ぶこ
とができた。帰国後、関東と関西という地理的な隔たりを乗り越えて協同で準備を
進めてきた今回のアトリエの発表もスタージュで学んだことの実践に他ならない。
その後も、私たち参加教員はそれぞれこれらの学びを活かすべく日々の授業の中で
試行錯誤を繰り返している。最後に、私たちが作成したケベック・スタージュに関
するブログのアドレスを紹介しておきたい。http://d.hatena.ne.jp/stage_de_quebec/
これからスタージュに参加したいと考えている方々の御参考になれば幸いである。

4

Nous tenons à remercier vivement Mme Suzanne FRADETTE qui a bien voulu présenter un appel
aux participants des Rencontres Pédagogiques du Kansaï, ainsi que Mme Denyse HAYOUN et M.
Emmanuel POISSON qui ont bien voulu présenter le programme du stage. Nous remercions aussi les
anciennes stagiaires, Mmes Marjan ALIPOUR et Carmen CRISTEA qui nous ont fait parvenir les
compte-rendu du stage.
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Hors-thèmes

テレビ会議による交流型フランス語授業の試み :
行動中心主義にもとづく協同学習の実践として
Essai de cours de français par visioconférence : un travail
coopératif basé sur la perspective actionnelle

小松 祐子
KOMATSU Sachiko

高橋 希実
TAKAHASHI Nozomi

筑波大学 Université de Tsukuba
komatsu.sachiko.gt?u.tsukuba.ac.jp

フランス東洋言語文化学院 INALCO
takahashi.nozomi?club-internet.fr

本稿では、筑波大学と韓国ソウル大学のフランス語クラスをテレビ会議システ
ムで結び行った交流型のフランス語授業について報告を行う。この授業は、第二外
国語として学ぶフランス語を使って、他国の学習者と交流することにより、日ごろ
のフランス語学習に刺激や達成感を与え、学習モティベーションを高めることを主
な狙いとしている。この種の授業については 2000 年以降さまざまな報告例が見ら
れるが、今回の試みでは、とくに欧州言語共通参照枠（CECR）の提唱する行動中
心主義の言語学習という観点から検討を行う。今日、大学の一般的な設備としてテ
レビ会議システムの普及が進み、システム自体の技術的性能も驚くほど進歩してい
る。これらの設備の活用が期待されていることから、技術スタッフによる手厚い支
援を受けることができる場合も少なくない。教師は教育学習内容に集中し、気軽に
また効率よくフランス語の授業に使えるようになってきた。以下では、大がかりな
プロジェクトの一環としてではない、個人的取組みによるテレビ会議授業の例を示
すことにより、この種の授業実践を検討する他の教員への参考となるような情報の
提供を目指す。
１．テレビ会議を用いた外国語授業
テレビ会議を外国語授業に用いる試みは2000年ごろから報告されており、フラン
ス語教育に関しては、上智大学フランス語学科 1、慶應義塾大学湘南藤沢キャンパ
ス 2、早稲田大学（立花教授）などの実践例が知られている。英語教育、日本語教
1

Tanaka, S., Harada, S., Himeta, M., Muroi, K., Tokiwa, R. et Mogi, R. (2004), « Le Projet
FR2003, programme d’enseignement de français : utilisation d’un système de visioconférence et
activités à distance »,上智大学外国語学部紀要. 38, 55-83.
2
國枝孝弘、倉舘健一、古石篤子「テレビ会議を利用した交流型授業における言語使用の
考察」,『フランス語教育』第 33 号, 2005, pp.136-145. 古石篤子・國枝孝弘・倉舘健一「遠
隔授業：テレビ会議利用の第一歩」, Bulletins RENCONTRES no.18, 2004, pp.20-24.
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育に関する報告例はさらに多数に上る。これらの多くは、日本人の外国語学習者と
学習言語母語者（日本語学習者または言語教授法専攻者など）との間のテレビ会議
の事例であるが、日本人と他国の同じ外国語学習者との間の交流や、日本国内で日
本人学生と留学生との間の交流に用いた例（立命館大学）などもある。多様な組み
合わせが可能であることがわかる。
この種の授業の利点としては、ふだん学習言語を使用してコミュニケーションを
行う機会の少ない学生に、リアルタイムで本物のコミュニケーションを経験する機
会を与えるということが挙げられる。コミュニケーション力を育成するとともに、
教科書と教室空間だけでは経験できない貴重な文化的体験を通じて、他文化への開
かれた姿勢を学び、異文化・自文化の理解を深めることも可能となる。他者と外国
語で対話する喜びと難しさを知り、さまざまなアクセントの言語を生の声を通して
聞くことで、知的好奇心を刺激されるといった利点も考えられる。さらに、このよ
うな学習活動が外国語学習への動機づけにつながることが指摘される。
一方で、テレビ会議による授業を導入するにあたってのデメリットとして挙げら
れるのが、何よりも交流先の確保とスケジュールや授業内容についての調整である。
カリキュラム上の制約の多い授業の一環としてこの種の授業を実現させることに
は、相当の準備と調整が必要となる。以前に比べて技術的な問題は減じているとは
いえ、最新の設備と技術サポートを要し、気軽に行える活動ではない。またテレビ
会議授業の教育上の効果を引き出すには、教授法、評価方法などについて入念な検
討が必要である。
２．ペダゴジーの観点から：行動中心主義の外国語学習
行動中心主義の外国語学習 (perspective actionnelle)は、欧州言語共通参照枠
（CECRL）によって提唱され、欧州の外国語教育分野で現在急速に普及しつつあ
る考え方である。その基本理念は、CECRLの第二章に以下のように示されている。
« La perspective privilégiée ici est, très généralement aussi, de type actionnel en ce
qu’elle considère avant tout l’usager et l’apprenant d’une langue comme des acteurs
sociaux ayant à accomplir des tâches (… ) »
「言語の学習者を、タスクを遂行する社会的行為者とみなす」というこの考え方
は、従来のコミュニカティブ・アプローチの延長線上にあり、タスクを中心とした
言語学習の基盤となるものである。このためこのような言語観にもとづく教授法を
approche communic’actionnelleと呼ぶことを提案する者もある 3。社会的に行われる
あらゆる言語活動は「タスク」であると考えられるが、とくに行動中心主義の言語
学習活動としてはプロジェクト型の協同学習の形態が推奨されている。
このような行動中心主義の外国語学習は、日本でのフランス語学習というコンテ
キストの中でも重要な意味を持つ。なぜなら、日本のフランス語教育においては、
フランス語を実際に使うことを想定しない教養主義の学習・教育観が根強く、
approche communic’actionnelleの対極にあるとも言えるような教授法や教育内容が
しばしば実践されているためである。このような教育を一概に否定するものではな
いが、問題も指摘できる。学習者は、フランス語が「使うためのもの」「使えるも
3

Bourguignon, C. (2010) Pour Enseigner les Langues avec le CECRL, Paris, Delagrave.
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の」であるという意識を持ちにくく、このことが学習意欲へ影響を与えているので
はないか。また、「フランス語を学習するための学習」では、細部にこだわり達成
感を得ることが難しい。言語学習においてはむしろ、
「まず使ってみる」
、「使おう
とする」ことから得られる学習者自身の「気づき」が重要な意味を持つのではない
だろうか。この気づきによって、学習者は主体的に自らの学習を組み立てることが
できるのではないか。
したがって、フランス語を用いてタスクを遂行し、達成するという機会を学習者
に与えることは、きわめて重要であると思われる。学習者の学習観をかえることも
教師の果たすべき役割の一つであり、「使う」ことを前提としたフランス語学習へ
の転換を促すことは大切である。
タスクを中心としたプロジェクト学習においては、タスク遂行の過程そのものに
学習があり、学習者はタスク完遂時に達成感が得られる。また学習者の主体的参加
とモティベーションの向上が期待される。ただし、このような学習においては、タ
スクの明確化や事前事後を含めた総合的アプローチが重要となる。
これらを踏まえ、今回のテレビ会議による授業を、タスクに基づくプロジェクト
型学習の機会として実践することとした。
3. 筑波大学における授業例
3.1. クラス概要・技術的環境
今回テレビ会議授業を行った筑波大学のクラスは、比較文化学類2年生（フラン
ス語学習歴１年半）の必修授業「専門第二外国語」のクラスである。受講生は10
名、うち留学生1名、他学類学生1名であった。この授業は、専門領域でいかせるフ
ランス語力の習得を目的とし、週2コマが設けられている。2コマの授業のうち、通
常は1コマを日本人教員が担当し、講読を中心にした授業を行い、もう1コマではネ
イティブ教員がオーラル活動を中心とした授業を行っている。が、2011年度の特殊
事情として、ネイティブの担当教員が年度途中に事情により転出し（フランスへ帰
国）、後任のネイティブ教員の手配が難しく、日本人教員が担当しオーラルプレゼ
ンテーションなどを扱うこととなった。こうして担当する授業内で、テレビ会議に
よる交流型授業を行うこととした。
交流相手のクラスは、ソウル大学教育学部のPierre Martinez氏が担当する3・4年
生ゼミのクラスで、受講者はフランス語教育を専攻する学生を主とし、フランス語
のレベルは筑波クラスより上級であった。レベルは異なるものの、同じアジア地域
でフランス語を学習する者同士の交流という意義が認められるだろう。
筑波大学では、学内の学術情報メディアセンター会議室を使用した。この会議室
には、テレビ会議システムPOLYCOM HDX8002（2画面）とプロジェクタ設備が整
っており、技術専門スタッフの支援が得られたため、教員は機器に一切触れること
なく授業を行うことができた。実際の授業の1週間前に、ソウル大学との事前の接
続テストを1回実施した（教員のみ参加、学生の立会いはなし）。接続クオリティは
きわめて高く（音声の遅延や画像のぶれはほとんどない）、テレビ会議上のやり取
りにストレスは感じられなかった。
3.2. 授業活動
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授業では、テレビ会議による１回の交流を設定し、その前後に準備とフォローア
ップの時間を設け、
「準備、実施、振返り」という3ステップによるプロジェクト学
習（グループでの協同学習）を行った。ソウル大学との事前の調整の結果、テレビ
会議授業は12月13日に行うこと、内容としては学生の個別の自己紹介とグループに
よるプレゼンテーションを中心として扱うことが決まった。これを受け、以下のよ
うに作業を進めた。
A) 準備段階：
11月後半（筑波大学は3学期制のため、11月後半に2学期末試験が行われる）
、プ
リント配布により企画の告知を行い、秋休み中（11月最終週）に自己紹介を考えて
くることを課題とした。12月の本番前の週の授業では、大学紹介のプレゼンテーシ
ョンをグループワークにより準備した。3－4名からなる各グループの作業には、大
学院生TAと留学生TA（チュニジア人フランス語話者）および教師が巡回し、指導
を行った。授業内に準備した発表内容にしたがい、本番までにパワーポイントを完
成し、教師へメール添付にて送付し添削を受けることを指示した。
B) テレビ会議当日：
テレビ会議当日の授業前半にはリハーサルを行い、発音指導などの最終調整を
行った。45分間のテレビ会議接続中には、以下の活動を行った。1.学生の自己紹介
（筑波大学、ソウル大学）、2.学生グループによる大学紹介などのプレゼンテーシ
ョン（筑波大学、ソウル大学）、3.質疑応答。接続終了後に学生にアンケートを記
入してもらった。
C) 事後のフォローアップ（翌週の授業）：
反省会を行い、今後の抱負を述べてもらった。ソウル側の発表原稿をわたし、パ
ワーポイント資料やビデオを視聴しつつ、復習を行った。
3.3. アンケートの結果
アンケートでは、まず学生のフランス語学習動機を問う設問を設けたが、全員が
「教養のため」と回答した。このことはまさに行動中心主義の学習を実践すること
の意義を肯定するものと考えられる。これまでフランス語学習を教養としてのみと
らえていた学生の意識に、新たな展望を開くことができるかもしれないためである。
韓国のフランス語学習者とのテレビ会議については、「同じフランス語を学習し
ている他の国の学生との交流ができて親近感があった」、「フランス語という言語
を通じて韓国の人たちと交流ができたのがよかった」、「韓国のフランス語教育の
レベルの高さを垣間みて、こちらの勉強の刺激になった」といった意見が寄せられ
た。学生たちがフランス語を学ぶ他国の学生との交流を好意的に受け止めているこ
とがわかる。
テレビ会議システムの導入については、「双方的なところがよかった」、「お互い
の顔が見られたのがよかった」、「リアクションがあって嬉しかった」、「楽しかっ
た」、「いい機会だった」など、高い評価を受けた。
この授業が彼らのフランス語学習意識へ刺激を与えたことがわかる感想も多数
寄せられた。「質問に答えるのが難しい」
、「何を言っているかよくわからなかった
のでもっと聞けるようになりたい」と、自己の学習への反省が見られるとともに、
「リスニングだけでももっと向上させたい」、
「もっとフランス語を勉強しようと思
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いました」、「もっと相互交流ができたらいいと思いました」、「会話授業がなくな
ってしまったので、聞き取りを授業でやりたい」など、今後の学習動機につながっ
たことがわかる。
テレビ会議授業のための準備や実施上の問題点を指摘する声もあった。「プレゼ
ン以外に少し時間を使いすぎた」、「発表前にもっと読む練習などする時間が授業
でとれたらよかった」などである。今回の試みでは、カレンダー上の制約のため、
本番前の準備に十分な時間がとれなかったことが残念ではあったが、学生は少ない
準備時間のなかで驚くべき集中力を見せてグループ作業を行い、プレゼンテーショ
ンというタスクを完遂した。このことが彼らに自信を与える経験となったことは確
かである。
4. まとめ：テレビ会議授業の意義と課題
上記アンケート結果からわかるように、今回のテレビ会議授業の成果としては、
学んだフランス語を使用するという実感を学生に与え、学習の意識化に役立ったこ
とが挙げられるだろう。フランス語による交流を経験して、学習者は自らの学習を
振り返り、学習の不足部分を反省し、今後の目標設定を行った。フランス語を実際
に使ってみたことが、フランス語学習の目標を明確化することにつながり、学生の
学習意欲を高める結果となったと言えよう。わずか一度のテレビ会議授業がきわめ
て強い印象を学生に与えたことがわかる。また教師にとってもその後の授業計画の
推敲に役立つ結果となった。授業内にこのような実践の場を設けることは、きわめ
て有意義であると考えられる。
今回の試みにより、テレビ会議が技術的なストレスなく外国語の授業に使用でき
る身近なツールとなっていることが実感された。しかし、テレビ会議というシステ
ムはあくまでも装置にすぎず、いかに授業を組み立てるかは教師次第である。十分
な授業の効果を得るためには、しっかりとした教授法に基づいた授業計画が重要と
なる。本番のみならず、準備やフォローアップの作業において、いかに学生の能力
を引き出すか、教師の指導法には工夫が必要である。
この種の授業を行うにあたっての一番の課題は、クラスの条件にあった交流相手
を確保することであると思われる。相手探しは教師の個人的人脈に頼る場合が多く、
容易ではない。しかし、すでに電子メールの交換を目的としたクラス・パートナー
探しのためのWebサイトは存在しており 4、これらを活用してまずはメール交換か
ら交流をはじめることも検討できるだろう。ただし日本と同程度にテレビ会議シス
テムが普及している国は限られており、この種の授業の実行可能性は、今後の同シ
ステムの普及にかかっていると言えるだろう。日本国内のクラスを結ぶ授業も検討
する価値があるだろう。テレビ会議を用いた授業について、今後さらにさまざまな
実践例が蓄積されていくことにより、フランス語教育の活性化に寄与することが期
待される。
4

フランコフォニー国際機関（OIF）のサイト(http://francparler-oif.org/)には Petites annonces
のコーナーからフランス語でのクラス間交流（correspondances）を希望する教員による投
稿が閲覧できる。また E-pals Global Community (http://www.epals.com)は英語のサイトであ
るが、世界中の交流希望クラスが登録されており、言語による検索をかけることができる。
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Table Ronde

フランス語をめぐる学びのコミュニティづくり
Conception de la communauté d’apprentissage du français

Modératrice：今中

岩田 好司, IWATA Yoshinori, Université de Kurume
熊野 真規子, KUMANO Makiko, Université de Hirosaki
國枝 孝弘, KUNIEDA Takahiro, Université Keio-SFC
舞衣子, IMANAKA Maiko, Université Préfectorale d’Osaka

Introduction：趣旨説明
今中

舞衣子

IMANAKA Maiko
Université Préfectorale d’Osaka
maikoimanaka?gmail.com
À l’occasion de la table ronde du samedi 31 mars 2012 au Centre Franco-Japonais /
Alliance Française d’Osaka, nous avons abordé le thème de la conception de la
communauté d’apprentissage, qui était un de nos deux thèmes centraux des Rencontres
Pédagogiques du Kansaï 2012.
Nous pouvons donner plusieurs exemples de communauté dans le contexte de
l’apprentissage du français: un groupe de travail dans une classe, une activité collaborative
entre étudiants francophones et japonophones, un réseau social d’apprenants sur internet,
etc... Les RPK elles-mêmes sont une communauté d’apprentissage où l’on travaille
ensemble pour améliorer les pratiques de l’enseignement.
Pour cette table ronde, nous avions invité trois panélistes pour parler de diverses
approches de la conception de la communauté d’apprentissage. Yoshinori IWATA, de
l’Université de Kurume, a présenté sa pratique de classe, basée sur la théorie de
l’apprentissage collaboratif. Makiko KUMANO, de l’Université de Hirosaki, a parlé de
son activité sur son site internet et du cercle francophone qu’elle anime, en attirant
l’attention sur les problèmes rencontrés. Enfin, Takahiro KUNIEDA, de l’Université
Keio-SFC, a traité du sujet de la communauté d’apprentissage hors classe, qui favorise la
continuité de l’apprentissage du français, et il a donné des exemples de son expérience
avec Twitter.
La discussion nous a permis de soulever une problématique importante : jusqu’à quel
point doit-on ouvrir (ou fermer) la communauté d’apprentissage? Nos trois panélistes, sans
exception, ont posé la question du rapport entre professeur (facilitateur) et apprenants.
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Quel environnement d’apprentissage proposons-nous, et quel rapport cherchons-nous à
concevoir quand nous, les professeurs, nous mêlons à la communauté d’apprentissage? Ces
questions nous mènent directement à une réflexion sur ce que nous entendons par
l’apprentissage des langues et des cultures.
今回の Table Ronde では、今年度のランコントルの全体テーマのひとつでもある、
「学びのコミュニティづくり」について考えました。
フランス語学習をフィールドとする学びのコミュニティには、教室でのグループ
ワーク等によってうまれる互恵的な学習集団、学生が主体となったフランス語圏の
留学生との活動、フランス語学習者同士でつくるインターネット上のソーシャル・
ネットワークなど、さまざまな例が挙げられます。また、ランコントルのようにフ
ランス語教育に関心のある参加者が集まる研究会も、ある分野に特化した学びのコ
ミュニティであると言えるでしょう。
本 Table Ronde では、フランス語教育を実践の場とする３人の先生方をお招きし、
学びのコミュニティづくりのためにそれぞれどのような実践をされているのか、そ
れによって何をめざすのかをお話しいただきました。
まず、久留米大学の岩田好司先生が、協同学習の考え方や技法をふまえたクラス
づくりについて、実際にアクティビティーを含む体験型の形でご発表くださいまし
た。次に、弘前大学の熊野真規子先生が、フランス語ホームページやフランス語サ
ークルなどの活動について、運営にともなう課題も含めてお話しくださいました。
最後に、慶應大学の國枝孝弘先生が、教室の外に焦点をあて、学びの継続性を促す
仕組みとしての学びのコミュニティづくりについてお話しくださいました。３名の
先生方からのご報告は、次ページ以降をご覧ください。
シンポジウムを終えてみえてきた課題は、学びのコミュニティというものをどこ
まで開いたもの（あるいは閉じたもの）として想定するか、ということでした。３
名のパネリストの先生方は共通して、教師（ファシリテーター）と学習者の関係性
について問題提起をされています。わたしたちがどのような学習環境を提案し、ど
のような関係性をめざして学びのコミュニティに参与していくか、という問いはそ
のまま、わたしたちが言語や文化の学びというものをどのようにとらえるのか、と
いう問いへとつながっていくのではないでしょうか。

協同学習を用いた学びの共同体づくり
岩田 好司
IWATA Yoshinori
Université de Kurume
日本協同教育学会認定トレーナー
iwata_yoshinori?kurume-u.ac.jp
１ はじめに
シンポジウムの報告にあたって、まず、予稿集に掲載した発表要旨を再録し
ます。次に、当日の発表で付加、強調したことを報告し、最後に会場からの
質問への回答と全体的な感想を述べます。
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２ 発表要旨
私は、協同学習を用いてクラスづくりやクラス運営をしています。学生たち
の学び合いを促進していくと、その結果として自然に学びの共同体ができあ
がっていきます。互助互恵を基盤とし、互いの学びに責任をもつ学習共同体
です。
このような共同体形成がなぜ可能なのかというと、プレオナスムになります
が、互助互恵がまさに協同学習の原理だからです。協同学習を行うとは、自
分と仲間のために助け合いながら学習することだからです。
協同学習には協同の原理に基づいた様々な技法があります。それらの技法を
用いながら学習活動を構造化していきます。最初はコマ切れな構造を連続さ
せていきますが、学習者が協同に熟達するにつれて、様々な構造を組み合わ
せたり、複雑な構造を使ったりしながらグループの自律性を高めていきます。
協同に熟達することがなぜ可能かというと、これは重要な点ですが、協同学
習が同時学習だからです。協同学習とは「協同しながら学ぶと同時に協同す
ることを学ぶ」、つまり内容とプロセスを同時に学ぶ学習法だからです。フラ
ンス語教育に即していえば、学習者はフランス語を学ぶと同時に協同するこ
とを学ぶのです。
協同学習に対比されるのが競争的な個別学習ですが、そこで同時に学習され
るのは、いかにして他者に秀でるかということです。ここの議論は複雑です
が、フランス語教育を教養教育、学士課程教育、市民性の教育など、より大
きな展望でとらえた時、協同できる学生を育てることは非常に重要なことの
ように思われます。
もちろん学習効果もあがります。協同学習に関しては膨大な実証的なリサー
チが行われてきましたが、その圧倒的な効果については、実際に協同学習を
試みてみると首肯できるでしょう。
協同学習は教室を学びの共同体に変容させます。同様に、協同学習の考え方
と技法を用いて教師の同僚支援グループやサイバー空間のグループを「学び
の共同体」に変容させることも可能です。互助互恵関係を構造化によって促
進していくと、次第に「足場」としての構造が必要なくなり、そこに自律的
な共同体が出現するわけです。
３ 当日の発表での付加、強調点
３．１ ケベック州における協同学習
発表当日は、協同学習を体験的に理解してもらうために、いくつかのアクテ
ィビティーを取り入れた。まず、なるべく面識のないペアで座ってもらい、
自己紹介しあってもらった。他者性＝多様性を乗り越えて関係性を構築する
ことの困難さと重要性を納得してもらうためであった。
その後、ケベックスタージュで用いられていた「協同的アプローチ（Approche
coopérative : A.C.）の基本理念」というスライドをもとに問題提起を行った。
要点としては、①A.C.はケベック州において、その有効性ゆえに、ますます
用いられるようになっていること。②A.C.は（他のアプローチ同様）相互作
用、協同、目標、評価を必要とすること。③A.C.は互恵的相互依存、多様性、
実際のコミュニケーションを重視すること。④A.C.は認知、社会、心理面、
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およびクラス運営面での効果があること。⑤教師はグループ活動のアニメー
ターとなること、である。
以上の説明の後、「確認タイム」という協同作業を行った。まず、「個人思考」
として、学んだことを１人で確認し、次にペアで話しあって理解を深めると
いうアクティビティーである。協同作業を行う前に、できれば「個人思考」
の時間をとることの重要性を強調した。また、ケベック州でのフランス語教
育や教員養成教育に A.C.が用いられている背景には、北米で構築主義的教育
や構築主義的学習理論である A.C.が広く普及しているコンテクストがある
ことを説明し、フランス本国でのスタージュに A.C.が欠如していることは残
念である旨を付け加えた。
３．２ 協同学習の原理
ケベックで紹介されている「協同的アプローチの基本理念」を補足する形で、
協同学習の原理を説明した。まず、導入アクティビティーのように、面識の
ない異質なメンバーを組み合わせて多様性から学ぶことの重要性。目標を共
有することによって生み出される互恵的相互依存関係。アクティビティーに
おける役割と責任の明確化。平等な参加。非言語コミュニケーションなどの
協同の技能。アクティビティーにおける私自身のファシリテーションをモデ
ルとした、グループの自律性と教師の役割などを、参加者の会場での体験に
言及しながら説明した。
３．３ 学び（合い）の共同体とその意義
以上のような原理に基づいて協同学習を進めていくと自然に、１人１人の学
習者が、互いを尊重し、支え合い、助け合う民主的な学び（合い）の共同体
が形成されていくのであるが、このプロセスを通じて学生を、協同できる市
民、社会人に育てることが協同学習を用いた学びの共同体づくりの目指すこ
とである。これが、シンポジウムの企画者である今中氏の問いかけ＝「何を
目指して学びのコミュニティーをつくるのか」に対する私の回答であった。
３．４ 協同学習の効果
ケベックスタージュ「基本理念」④に関し、協同学習が学習面での効果のみ
ならず、仲間作りや自分探しなどの社会性面、心理面に効果があり、また、
クラス作りが促進される結果、教師の役割が学びの促進者へと変容していく
ことを強調した。
３．５ 技法
協同学習の技法は２００近くあると言われているが、基本的な技法はもっと
少なく、原理を理解すれば臨機応変に応用できる。教員の勉強会、会議、オ
ンライン学習にも簡単に用いることができ、発表者は実際、様々な状況で応
用している。本発表でも、「確認タイム」、「ラウンドロビン」、「シンク＝ペ
ア＝シェア」、「質問タイム」などを紹介しており、ぜひ、使ってみてほしい。
４ 質問への応答と全体の感想
４．１ 適用具体例
会場から、協同学習の具体例を示してほしいという要望があったので、ラウ
ンドロビンを取り上げた。ラウンドロビンは小グループで輪になり、順番に
発言する協同学習の代表的技法である。具体的応用例としては、授業を始め
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る前に、毎回、ラウンドロビンで１分間スピーチを行う。授業は参加者がグ
ループ学習、および個人学習を自ら計画、実行し、評価方法も自ら提案する
というコンセプトに基づき、ラウンドロビンを基本として参加者同士で話し
合い、また、発表する。教員は要望があれば特定の項目に対し「授業」を行
うが、グループファシリテーションを指導することを主たる役割とする、と
いう具体例を説明した。
４．２ ラポールの必要性
シンポジウムを通じて浮かび上がってきたことは、ラポール（親密な人間関
係）をいかに構築し、維持していくかということであったように思う。ホー
ムページ作成にしろ、イベントや ICT の利用にしろ、目標を共有し、その実
現に向けて協力していくことは、ラポールの形成を促進する。ラポールさえ
できあがればそれでいいというわけではないが、ラポールという土台なしに
は、いかに高度な教育学習理論も空虚であろう。
協同学習理論の背景には葛藤解決理論があるのだが、その基盤は信頼関係
（ラポール）と協同である。不信感を一時カッコに入れ、解決に向けて協同
するとき創造的な解決策が生まれ、信頼関係が同時に醸成される。このプロ
セスは私たちの日常生活から国際紛争にまで見られるものであり、なにより
も教育の現場で学んでほしいことである。協同学習はそのための理論と実践
である。
５ おわりに
学習コミュニティーにおいてファシリテーターとなった教師はどのように
して学習者とラポールを構築したらよいのであろうか。新たな課題として考
えていきたい。

弘前大学フランス語ホームページの試行錯誤
熊野 真規子
KUMANO Makiko
Université de Hirosaki
kumano?cc.hirosaki-u.ac.jp
どのように働きかければ、現在の学生は「自分で学ぶ」ようになるのだろうか。
弘前大学では、2008 年 4 月に開設したフランス語ホームページ《Place de la
Francophonie》／「フランコフォニー広場」http://human.cc.hirosaki-u.ac.jp/french/、
さらにはホームページを拠り所に活動する Cercle Francophone／フランス語サーク
ルを通じて学びのコミュニティづくりや、学習者の支援を行ってきた。シンポジウ
ムでは、これまで出逢った課題を明らかにしつつ歩みや現在の構成などを報告した。
（詳細はアトリエの方で報告）。
弘前大学のフランス語ホームページは、仏文学科やフランス語科のような専門科
のホームページではなく、第２外国語としてフランス語を学ぶ学習者を対象とした
ページである。また、在学生のみならず、卒業生、留学生、地域のフランス語学習
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者、francophones の交流の場をめざしてスタートした点も地方大学ならではの特徴
ではないかと思うが、開設後、さまざまな運営上の問題と格闘するなかで、「外へ
開く」方向についてのコンセンサスは得られていなかったのではないかとの指摘も
受けている。
ホームページの内容は、試行錯誤を重ねてバージョンアップしており、卒業生や
学外者からは評価されているが、肝心の在校生があまりアクセスしていないという
課題がある。当日は、アクセスを促し、学生の学習成果の発表の場としてホームペ
ージを活用しているページをいくつか具体的に紹介した。人文学部で開講されてい
るフランス語実習 IA-IIA
（一般教育のフランス語 I.II の履修を終えた学生対象だが、
実質的には仏検 5 級～4 級程度）受講生による「留学生コラム」の翻訳、「ナタリ
ー河岸」の翻訳を経て、現在は発信型の「弘前直送便」の写真ルポを課題にしてい
る。１年生のアクセスを促すしかけや課題も必要ではないかという意見がフランス
語スタッフから出ているが、具体的な実践はまだ行われていない。
ホームページは、更新作業にあたっている学生メンバー、教師が盛んに学生に働
きかけているクラスでも、言われた時だけ見るという状況が多い。つまり、現在の
．．．．．．．．．．．．．．．．．
弘大生に関して言うと、働きかけ続けなくては見てもらえないということがわかる。
このあたりがフランス語科などの専門セクションが作るホームページと差がある
ところなのか。囲い込みでなく、外へ広がる方向を目指す「しんどさ」が伴う点で
ある。
次に、ホームページのオフ会的な位置づけの Cercle Francophone の変遷の報告
である。ホームページ開設後一年以上を経て、「読書会」（『神の雫』フランス語翻
訳版）の形で立ち上げ（を働きかけ）たが、中心的存在であった熱心な学生がボル
ドー大学に留学してしまうや活動休止状態に陥る。さらに一年が経過する頃、英語
圏の留学から帰国した学生の提案で読書会ではない、会話・交流中心のサークル活
動としてリニューアルすることになった。
活動を活性化するため、活動内容のリュニューアルと同時に Cercle Francophone
の活動報告ページをホームページ上に設け、さらに更新作業の問題を解決すべくグ
ループ化したばかりの更新担当の学生たちをなかば強引に活動へ誘うことで、よう
やく軌道に乗せることができたといえる。
シンポジウムでは、活動報告のいくつかを具体的に紹介し、活動報告に含まれて
いる「まちなかフランス語」（まだ軌道に乗せられていない地域の学習者との活動）、
さらに 2011 年 11 月～2012 年 1 月まで行われた “Atelier de Mickaël”（教授経験を積
みたいとの本人の希望ではじまった FLE 専門ボルドー第３大学留学生による授業
タイプの活動）についても触れた。“Atelier de Mickaël”には、「まちなかフランス語」
参加経験者とその学習仲間が参加しはじめていただけに突然の終了が惜しまれる
が、このような不安定さがサークル活動の、とりわけオフ会的な位置づけの活動の
弱点である。オフ会的なものではなく、大学の正式のサークルにした方がいいので
はないかという逆方向の提案もスタッフ内からある。
ブレイク・スルーしたかに見える瞬間がある一方、活発な学生が留学してしまう、
学生は卒業してしまう、留学生は帰国してしまうなど、一気に下火になる要因があ
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ふれており、恒常的な質、盛り上がりを維持するのが難しい点がオフ会活動の課題
である。また、ホームページ更新作業、サークル活動に共通の課題として、試験・
レポート期間、学休期間の問題がある（これはやむを得ないこととするのか、「ま
ちなかフランス語」を軌道に乗せることで、よりコンスタントに活動する状況をつ
くり、学生に刺激を与え続けるべきなのか）。
ホームページならびに Cercle Francophone を通じて常々考えさせられるのは、
学びのコミュニティを外へ開くか、内に囲い込むか、あるいは、自主性を待つこと、
強制することの匙（さじ）加減である。コンセンサスが得られていなかったとの指
摘もあるとはいえ、外へ開く形を理念としスタートしたホームページであるからに
は、学生への刺激や効果を見極めるべく、その方向性の改善策をさしあたっては模
索していきたいと思う。
シンポジウムではほとんど触れられなかったが、2011 年 12 月からはじめた
Facebook ページの活用（おもに Cercle Francophone での活用。ホームページより
もタイムラグの少ない活動告知／活動報告が可能。学外者への利便性、各人からの
呼びかけやイベント告知などができる点などが期待できるなど）、2011 年 12 月か
ら学生のニーズにより近づける内容と頻度で活性化した Twitter（非常勤講師・工
藤貴子氏の協力）のフォロワー増加を働きかけ、その後の変化をみたいと思う。
ここ一年間のホームページへのアクセスは、学休期間はやや落ちるものの、毎月
国内から 450～700 アクセス、フランスなどから 50～60 アクセスである。なお、シ
ンポジウムで國枝氏が弘前大学ホームページについてツイート、また RPK のスタ
ッフ・参加者が Facebook や Twitter をフォローして下さったことで、これまでに見
られなかったアクセス層・アクセス地域の変化がみられたことを申し添えます。
弘前大学フランス語ホームページ・RKP2012 の報告ページ
http://human.cc.hirosaki-u.ac.jp/french/espace/evenements/rpk2012.php

教室から遠く離れて
―学習の継続と「学びのコミュニティ」―
國枝 孝弘
KUNIEDA Takahiro
Université Keio-SFC
kunieda?sfc.keio.ac.jp
教室の中の学習活動においても、教室の外という学習環境においても「学びのコ
ミュニティ」は、重要なファクターになりえますが、本発表では考察の対象を教室
の外に限定して話を進めました。それはコミュニティの存在が、「学びの継続性」、
すなわち教室の外に出た後でも学び続ける学習者の態度・意欲に深く関与しうると
考えたためです。
本発表では、さまざまな学習者の結びつきをうながすコミュニティの場として、
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1）教室以外の「実」空間と、2) IT 技術によって可能となる「ネット」空間の二つ
にわけました。
1）は、主に大学において、教室以外でも、さまざまな学習者が集うことのでき
る空間の必要性を指摘しました。共同研究室、カンバセーションルーム、自習ルー
ムといった場所を紹介しました。教室で出会うのは、まず自分と同じレベルの学習
者と教師だけなのに対して、こうした場所はさまざまなレベルの学習者、例えば、
ちょっと上の先輩、ちょっと下の後輩に出会うことができます。またカンバセーシ
ョンルームや自習ルームは、教科書から「解放」されて、自らの興味にあわせて勉
強できる場所です。教室の枠組みを越えた学習者のコミュニティ、学習環境を整備
することが、学習に対する新たな意識化のきっかけを与えるのです。
2）は、ITをCALL教室のような閉じた空間で利用するものではなく、あくまで教
室の外で用いるツールとしてとして捉えました。そしてここで言われるITをWEB
ページやpodcastなど、教材として利用する場合と、時と場所を離れた学習者同士を
つなぐメディアとなる場合に分類し、今回は後者にしぼって発表しました。
- Twitterの利用
まず2011年秋学期に私のクラス（学生数18名）が行ったtwitterの交流の試みにつ
いて報告しました。これは毎週の授業の後で、学生にtwitterで授業で学んだポイン
トをつぶやかせ、教師がそれぞれに返信をするという試みです。学生全員が教員を
フォローしているので、教師の返信とその返信のもとになった学生のtweetの内容
を全員が共有できるというものです。それによって、1）授業の後につぶやくこと
で、学んだことを意識化する、2）他の学生のtweetを読むことによって、自分では
気づかなかった授業の内容に気づく、3）教師が返信をすることで、ひとりひとり
にあわせた学習アドバイスができる、ということをねらいとしました。
その結果、ほぼ全員が毎週tweetをし、内容もまず重なることはなく、多くの知
識が共有できました。学生に行ったアンケートでも、他の学生のtweetや教師のコ
メントが参考になったという声、もしすでに自分がつぶやきたい内容を他の学生が
つぶやいていた場合は、他のポイントを探したという声も聞かれました。さらには
このtweet上でやりとりが教師と学生の、そして学生同士の交流に役に立ったかと
いう問いに関してはほとんどの学生が肯定的な評価をしていました。
しかしながら課題もありました。それはtwitterが交流には役立つとしても、その
こととフランス語能力の向上（あるいは深化といってもよい）とは別の問題だとい
う点です。
- 遠隔テレビシステムの利用。
では、フランス語能力の向上（深化）といったとき、それは具体的に何を指して
いるのか。その問いにひとつの答えを与えてくれる活動として遠隔テレビ会議を紹
介しました。発表では、日本でフランス語を学ぶ慶應義塾大学湘南藤沢キャンパス
の学生とフランスで日本語を学ぶパリ・ディドロ大学の学生との3回の遠隔テレビ
会議の実践を紹介しました。1回目は自己紹介、２回目は就職活動について、ファ
ッションについて、3回目は学生生活について、ディスカッションを行いました。

Rencontres Pédagogiques du Kansaï 2012
その会議でのやり取りから観察されたことは、遠隔テレビ会議においては、「お
しゃべりから議論へ」、「友だち作りから対話者作りへ」とシフトするきっかけが
あったことです。具体的には、議論がフランス人の制服に対するこちらにとっては
大げさとも思える拒否反応から始まり、議論は教育と自由へ、68年へと広がるとい
うことがありました。また日本の学生が、自分の研究テーマが、フィリピンと日本
の関係をケーススタディとした移民問題であると話したとき、フランスの学生にと
ってフィリピンの看護士の問題はなじみのないものでした。このように議論が深ま
れば深まるほど、学習歴2年程度の学生にとってはフランス語力が追いついてゆか
なくなります。しかしディスカッションにのぞんだ学生は、その場で生まれてきた
問題をより深く考え、そしてそれを相手に伝えようという意欲がわいたようです。
こうした機会が遠隔テレビ会議が終わっても、自らが探究してゆこうとする原動力
となると考えます。そしてそれがひいては、社会の事象を分析、判断し、批判精神
を養いながら、さまざまな意見を持つ他者と対話を深める力の育成につながってゆ
くのではないかと発表を締めくくりました。
学習は教室での学習活動で終結するものではありません。むしろ教室を出た後に
いかにして学習を継続するのか、その「継続性」が鍵となります。そしてその継続
性を促す仕組みの一つが「学びのコミュニティ」にあると考えます。
ただし「学びのコミュニティ」といっても、twitter に見られたような交流に重き
が置かれるもの、そして遠隔テレビ会議のように（主題やメンバーに依ることが多
いのですが）、会話が議論となり、他者との接触を契機に考えを深める契機になる
ものもあります。
大方の学生に対して、外国語を学ぶ意義として、孤独に本を読むことに求めるこ
とは難しいでしょう（もちろんそうした活動は必要です。本との対話なしに考えを
深められることはありませんから）。それよりも生身の他者とどう関わってゆくの
か、外国語はその他者性が母語を共にする他者よりも明らかに強いわけですから、
そうした他者とともにいかに共同性を構築してゆくかということが大きな意義に
なると考えます。
会場からは「なぜ数ある SNS のなかで twitter なのか」というご質問をいただき
ました。それにたいしては多くの学生にとって、twitter が最も身近で気軽なメディ
アであるからとお答えいたしました。また会場では話す時間がありませんでしたが、
もう一つ考えていたことは私が去年 NHK のフランス語講座を担当しており、フォ
ロワーの中に視聴者がかなりいらっしゃり、大学を離れて学ぶ学習者にとっても、
大学の学生に対してつぶやいている内容を見ることは、フランス語学習の一助にな
ると考えたことも twitter を選んだ理由のひとつでした。
また「twitter のようなメディアは特に教師のプライバシーに学生が踏み込んでく
ることが懸念されるのではないか」というご質問をいただきました。これに対して
はいったい私たち教師が学生とどういう「関係」を築いてゆくのか、私たちの人間
性と、そして彼らの人間性がどこまで触れ合うべきなのか、まさに他者といかに共
同性を構築してゆくのか、そこから考えなくてならないとお答えいたしました。

XXVIèmes RPK - LISTE DES ATELIERS - 30 et 31 mars 2012
Thème 1 : Comment élaborer / utiliser notre matériel didactique ? 教材の作り方 / 使い方
001

RENOUD Loïc

Une grammaire du sens: l'approche par concepts dans l'enseignement de
langue étrangère

fr

002

GUERRIN Gilles

Des fiches et des vidéos pour mieux comprendre le système de la langue

fr

française
003

DURRENBERGER Vincent

Ipad, quelques pistes pour l’utiliser en classe

004

VANNIEUWENHUYSE Bruno

005

VANNIEUWENHUYSE Bruno

Pourquoi enseigner dans une salle CALL ? Une approche pédagogique
Trois manières d’enseigner la communication en première et deuxième
années

006

MIKI Yoshio
VANNIEUWENHUYSE Bruno

文法説明と自己表現
Explications grammaticales et expression personnelle

007

IKAWA Toru

１冊の教科書を２年間で終えるって？

jp

008

NISHIKAWA Hasumi

音楽によるモチベーションの向上：シャンソンの効果的利用を目指して
La musique comme déclic : quelques idées pour l’utilisation de chansons
francophones en cours

jp

009

AKASHI Nobuko
KANKE Kazumi
MARUYAMA Ami

フランス語授業における副教材の宝庫としての雑誌『ふらんす』

fr-jp
fr
fr
fr-jp

jp

010

YAMAKAWA Seitaro
KOMATSU Sachiko

授業内でコンピュータを活かす方法

jp

011

CHARLES Olivier

L’enseignant architecte : les étapes de l’élaboration du matériel didactique

fr

012

NAKAYAMA Tomoko

読解を深め、クラスでの学び合いを目指したプリントを使っての講読の授業

jp

013

TAKEUCHI Ekuko

フランス語の知識を身体化する授業とは

jp

Thème 2 : Conception de la communauté d’apprentissage 学びのコミュニティづくり
014

IWATA Yoshinori

015

TSUCHIYA Ryoji
NISHIKAWA Hasumi
KOITABASHI Jun
YOSHIZAWA Hideki
MIZUNO Izumi

016

KUMANO Makiko
KUDO Takako
COQUELIN Mathieu

017

KUMANO Makiko
HADDAK Michael
COQUELIN Mathieu

018

TRENSON FRENHARD
Gaëlle

Stage immersion : une communauté d’apprentissage ?

fr

019

IKAWA Toru

Cercle Académique Français 主催「日仏文化講座」７年間の試み

jp

020

IMANAKA Maiko

対話型授業活動による学びのコミュニティづくり
Concevoir une communauté d’apprentissage par la pratique de l’activité
dialogique

jp

021

TSURI Kaoru

ウエブサイトとＳＮＳで作るフランス文化の学びの場

jp

022

SHIRATA Yuki

縦につながる×横にひろがる――学年縦断クラスの事例と授業の共同デザ
イン――

jp

協同学習：考え方と進め方
２０１１年ケベック・スタージュ報告：ケベックで学んだことは日本のフランス
語教育にどのように役立つだろうか

弘前大学フランス語ホームページと2011年度バージョンアップ
« Place de la Francophonie » : le site Internet de la section de français de
l’Université de Hirosaki, version 2011
弘前大学フランス語ホームページ・「オフ会」活動
« Cercle Francophone », meeting-off du site de la section de français de
l’Université de Hirosaki

jp

fr-jp

fr-jp

fr-jp

XXVIèmes RPK - LISTE DES ATELIERS - 30 et 31 mars 2012
Thème1-2
023

LAURAY-QUANTIN Frédéric

Conception d'une communauté d'apprentissage : un exemple pratique et
concret via la création d'un magazine

fr-jp

Hors-Thèmes
fr-jp

024

KOMATSU Sachiko
TAKAHASHI Nozomi

テレビ会議による交流型フランス語授業の試み

025

CANDELIER Michel

026

NISHIYAMA Noriyuki

Les approches plurielles des langues et des cultures et le CARAP (Cadre
de référence pour les approches plurielles) – Perspectives didactiques
フランス語教育･学習の目的と目標：なぜフランス語を学び，教えるのか

jp

027

KASUYA Yuichi

フランス文学研究の元気のために

jp

028

TANIGUCHI Tomomi
MAEDA Miki
NISHIOKA Anna

若手教員の悩み相談室

jp

029

YAMAZAKI Yoshiro

教員免許更新講習（特に英語以外の言語についての講習）の現状と今後の
方向性

jp

030

DEPLAEDT Yannick

Atelier de sous-titrage en classe de FLE

fr

fr

SOTTILE Marco

Coin éditeurs
朝日出版社

KAWAI Miwa

関西日仏学館

ROUSSE Jean-Philippe
KATO Maro

アルマ出版

VANNIEUWENHUYSE
Bruno

文化学園
アカデミックアーカ
イブセンター

Hachette Japon

単語学習用アプリのご紹介
La présentation du Bureau des séjours linguistiques et culturels de
l’Institut franco-japonais du Kansai
関西日仏学館フランス語学・文化留学ビューローの紹介
Comment utiliser « Moi, je... Communication » et « Moi, je...
Grammaire »
『Moi, je... コミュニケーション』と『Moi, je... 文法』による授業

jp
fr-jp
jp

EBIKO Norio
TANAKA Gakuo

AFP 通信の動画ニュースで教育＆語学教材を

jp

KITAMURA Takashi
NEGUISHI Michiyo
YAMADA Jin

｢フランスを読み解く鍵｣/Hachette 2012 新刊

jp

CONFERENCE EN FRANCAIS
Michel CANDELIER - Université du Maine
« Les approches plurielles des langues et des cultures – Des outils au service

d’une formation et d’une éducation plurilingues et interculturelles »

ATELIER-CONFERENCE EN FRANCAIS
Bertrand LAURET – Institut de Phonétique, Sorbonne Nouvelle Paris 3
« Le matériel pédagogique en phonétique »

TABLE RONDE EN JAPONAIS

« Conception de la communauté d'apprentissage du français»
フランス語をめぐる学びのコミュニティ作り
IWATA Yoshinori (Université de Kurume)
KUMANO Makiko (Université de Hirosaki)
KUNIEDA Takahiro (Université Keio)
Modératrice : IMANAKA Maiko (Université Préfectorale d’Osaka)

Grille horaire des RPK 2012
Le vendredi 30 mars
09h30 : ouverture de la réception
10h00

11h30

salle 1

T 2-JP

salle 2

縦につながる×横
にひろがる――学
年縦断クラスの事
例と授業の共同デ
ザイン――
SHIRATA Yuki

HT-FR

salle 3

salle 4

salle 5

salle 6

HT-JP

T 1-JP

T2-JP

Atelier de
sous-titrage en
classe de FLE

フランス文学研
究の元気のため
に

１冊の教科書
を２年間で終え
るって？

DEPLAEDT
Yannick
SOTTILE Marco

ウェブサイトと
SNS で作るフ
ランス文化の
学びの場

KASUYA Yuichi

IKAWA Toru

TSURI Kaoru

T1-FR

Pourquoi enseigner dans une salle
CALL ? Une approche
pédagogique
VANNIEUWENHUYSE Bruno

11h30-11h45 : pause
11h45

12h45

Salle 1
Bureau des séjours
linguistiques et culturels de
l’Institut franco-japonais du
Kansai

Salle 2

Salle 5

Salle 6

Hachette Japon

Alma Éditeur

Shuppannsha

Salle4
Bunka Gakuen
Academic Archive
Center

La présentation du Bureau des
séjours linguistiques et
culturels de l’Institut
franco-japonais du Kansai

単語学習用アプリ
のご紹介

AFP 通信の動画ニュ
ースで教育＆語学教
材を

｢フランスを読み
解く鍵｣/Hachette
2012 新刊

Comment utiliser « Moi, je...
Communication » et « Moi, je...
Grammaire »

関西日仏学館フランス語学・文
化留学ビューローの紹介

KAWAI Miwa

ASAHI

EBIKO Norio
TANAKA Gakuo

ROUSSE Jean-Philippe
KATO Maro

『Moi, je... コミュニケーション』と

KITAMURA
Takashi
NEGUISHI
Michiyo
YAMADA
Hitoshi

『Moi, je... 文法』による授業
VANNIEUWENHUYSE Bruno

12h45-14h15 : pause déjeuner
14h15

15h45

salle 1 T2-FR&JP
２０１１年ケベック・スター
ジュ報告：ケベックで学
んだことは日本のフラン
ス語教育にどのように役
立つだろうか
TSUCHIYA Ryoji
NISHIKAWA Hasumi
KOITABASHI Jun
YOSHIZAWA Hideki
MIZUNO Izumi

salle 2

T1-JP

授業内でコンピュ
ータを活かす方法
YAMAKAWA
Seitaro
KOMATSU
Sachiko

salle 4

HT-JP

教員免許更新講習
（特に英語以外の
言語についての講
習）の現状と今後の
方向性

salle 5

T1-JP

salle 6

ATELIER-CONFERENCE-FR

フランス語の知識を
身体化する授業と
は？

Le matériel pédagogique en

TAKEUCHI Ekuko

LAURET Bertrand

phonétique

YAMAZAKI
Yoshiro

15h45-16h00 : pause
16h00

18h00

salle 2

T1-FR

Une grammaire du
sens: l'approche par
concepts dans
l'enseignement de
langue étrangère
RENOUD Loïc

18h30-20h30 : buffet !!!

salle 4

T1-FR

Ipad, quelques pistes
pour l’utiliser en classe
DURRENBERGER
Vincent

salle 5

T1-FR

Des fiches et des
vidéos pour mieux
comprendre le
système de la langue
française
GUERRIN Gilles

salle 6

TABLE RONDE-JP

Conception de la communauté
d'apprentissage du français
フランス語をめぐる学びのコミュニティ作り
IWATA Yoshinori
KUMANO Makiko
KUNIEDA Takahiro
Modératrice : IMANAKA Maiko

Grille horaire des RPK 2012
Le samedi 31 mars
09h30 : ouverture de la réception
10h00
11h30

salle 6

CONFERENCE-FR

Les approches plurielles des langues et des cultures – Des outils au service d’une formation et d’une éducation
plurilingues et interculturelles
CANDELIER Michel

11h30-11h45 : pause
11h45

salle 1

salle 2

T 1-FR

salle 3

T1-JP

salle 4

T2-FR&JP

salle 5

HT-JP

HT-FR&JP
テレビ会議による交
流型フランス語授業
の試み

Trois manières d’enseigner
la communication en
première et deuxième
années

KOMATSU
Sachiko
TAKAHASHI
Nozomi

VANNIEUWENHUYSE
Bruno

13h15

音楽によるモチベーショ
ンの向上：シャンソンの
効果的利用を目指して
La musique comme
déclic : quelques idées
pour l’utilisation de
chansons
francophones en cours
NISHIKAWA Hasumi

弘前大学フランス語ホーム
ページと 2011 年度バージョ
ンアップ
« Place de la
Francophonie » : le site
Internet de la section de
Français de l’Université de
Hirosaki, version 2011

フランス語教育･学習の
目的と目標：なぜフラン
ス語を学び，教えるのか
NISHIYAMA Noriyuki

KUMANO Makiko
KUDO Takako
CAUQUELIN Mathieu
13h15-14h15 : pause déjeuner
14h15

salle 1

T2-JP

salle 2

T1-FR&JP

salle 3

salle 4

T2-FR&JP

T1-FR

15h45

対話型授業活動によ
る学びの コミュニテ
ィづくり
Concevoir une
communauté
d’apprentissage par
la pratique de
l’activité dialogique
IMANAKA Maiko

MIKI Yoshio
VANNIEUWENHUYSE
Bruno

L’enseignant
architecte :
les étapes de
l’élaboration du
matériel
didactique
CHARLES
Olivier

salle 6

HT-FR

HT-JP

文法説明と自己表現
Explications
grammaticales et
expression personnelle

salle 5

弘前大学フランス語ホ
ームページ・「オフ会」
活動《Cercle
Francophone》
« Cercle
Francophone »,
meeting-off du site
de la section de
français de
l’Université de
Hirosaki
KUMANO Makiko
COQUELIN Mathieu

若手教員の悩み
相談室
TANIGUCHI
Tomomi
MAEDA Miki
NISHIOKA
Anna

Les approches
plurielles des
langues et des
cultures et le
CARAP (Cadre de
référence pour les
approches
plurielles) –
Perspectives
didactiques
CANDELIER
Michel

15h45-16h00 : pause
16h00

salle 1

T2-JP

協同学習：考え方と進

salle 2

T2-FR

Stage immersion : une
communauté
d’apprentissage ?

め方

17h30

IWATA Yoshinori

17h45-19h00 : pot d’au revoir !!
rendez-vous aux 27èmes RPK !

TRENSON FRENHARD
Gaëlle

salle 4

T1-JP

読解を深め、クラスでの
学び合いを目指したプリ
ントを使っての講読の授
業
NAKAYAMA Tomoko

salle 5

T1-JP

salle 6

T2-JP

フランス語授業における副
教材の宝庫としての雑誌
『ふらんす』

Cercle Académique
Français 主催「日仏文化
講座」７年間の試み

AKASHI Nobuko
KANKE Kazumi
MARUYAMA Ami

IKAWA Toru

ENQUÊTE RPK 2012
1

Tranche d’âge

2

Votre participation aux
RPK
Vous venez de…

3

PARTICIPATION
4 Vous avez participé aux
RPK :

 - de 29 ans  30~39 ans
=5
=9
 1ère fois
 2ème fois
=10
=4
Pays / Ville :
Hokkaido : 0
Tohoku : 2
Kanto : 4
Toukai : 0
Chubu : 1
Kinki : 17
Shikoku : 0
Chugoku : 0
Kyushu : 5
Sans réponse : 4

 40~49 ans
=14
 3ème fois
=1

 Les 30 et
31 mars
=26



 Le 30
mars
seulement
=2
2
=2

1
=3

6

Nombre d’ateliers
auxquels vous avez
participé :
Table ronde :

7

Conférence :

 Participation=18

8

Espace / Atelier
éditeurs :

 Participation=22

5

3
=5

 Participation=12

 50~59 ans
=3
 4ème fois
=4

 + de 60
ans =2
 + de 5
fois=14

Le 31 mars seulement=5

4
=6

 (+ de
4) ……..=18

 Non participation =20
Sans réponse = 1
 Non participation=14
Sans réponse = 1
 Non participation-11

SATISFACTION
9

Organisation générale









=25

=8

=0

=0

Commentaires (positifs et négatifs)
Positif :
Très très bien organisée
Toujours grand merci aux comités, tout était bien organisé
Pas d’attente
Salles agréables
Le thème général est bien choisi !! （協同学習）
Bonne organisation, très clair
J’ai pu avoir des connaissances.
Beaucoup de genres d’enseignements
Continuez, merci !
Accueil sympathique
Lieu qui prête à l’échange
Bonne organisation

Soirée amicale agréable
L’alimentation du buffet était très bonne.
L’ambiance chaleureuse
機材の調整に最大限協力してくださいました。
スムーズで良かったです。
和やかな雰囲気だったので初めてでも参加しやすい。ビュッフェがおいしかった。
Négatif :
Temps pour déjeuner un peu court le dimanche
Pas assez de place parfois
Buffet : on est à l’étroit.
部屋の空気の循環
10 Programme
=19
=11
=0

=0
Sans réponse=3

Commentaires (positifs et négatifs)
Positif :
Parfait !
La variété
Sujets variés
Je suis content des ateliers auxquels j’ai participé.
Bien organisé
Thèmes intéressants surtout le 2e qui est peu traité.
教科書関連のテーマは常に気になるところなのでよかった。
二日間で様々な内容を見れるのはいい。
Négatif :
Répartition à améliorer- trop de jp-jp en même temps ou fr-fr.
le matin un peu tôt
beaucoup de salles pour le même temps (cadre)
Quelques ateliers dans le programme semblaient se ressembler.
興味のあるアトリエがたくさんあってバッティングするので、出たくても出られないものがあっ
て残念だった。
興味のあるものが同じ時間に重なっていた。
1 日目の開始時間を午後からにしてほしいと思いました。
11 Ateliers
=20
=11
=1
=0
Sans réponse=1
Commentaires (positifs et négatifs)
Positif :
intéressants
assez de temps pour une personne
assez de variété
Bon échange avec les intervenants
Clair
interactifs
Sujets variés
On peut voir des expériences très intéressantes comme « Place de la Francophonie ».
勉強になりました。
様々な種類のアトリエが合ってとても色々な刺激を受けました。
同じ疑問をお持ちの方と意見交換できた。

Négatif :
Déséquilibre frappant dans les ateliers et la table ronde entre les langues : beaucoup de japonais, peu de
français
興味深いアトリエが多く、重なっていたので残念ながら見られないものがありました。
T1－もう少し具体的な内容（教科書など）
出たいアトリエが重なることが多いので、以前のように２日目でも希望の多いアトリエを再紹介
してほしい。
12 Table ronde









=9

=4

=0

=0
Sans
réponse=22

Commentaires (positifs et négatifs)
Positif :
明日からでも実践できそうな内容のものもあったので、４月から実践できる面は取り入れていこ
うと思いました。
Négatif :
En japonais, donc excluant par la langue que je ne maîtrise pas.
13 Conférence
=18
=14
=1
=0
Commentaires (positifs et négatifs)
Positif :
Très bien !
Intéressant
Bien !
Sujet intéressant
自分にとっては難しい面もありましたが、複言語複文化の重要性を知ることができて良かったで
す。
Négatif :
(pas de commentaire)
14 Coin éditeurs, libraires
=11
=9
-1
=0

SR=12
Commentaires (positifs et négatifs)
Positif :
Les informations utilisables
Un peu étroit
Nouveautés
Ça nous a beaucoup intéressés.
Négatif :
On aurait aimé avoir les contenus de ceux qu’on n’a pas suivis.
15 Souhaiteriez-vous faire
partie du comité des RPK
2013 ?

 OUI
Merci!!
Nom / Email: ……………….........
Certains nous ont laissé leur
adresse e-mail. Merci beaucoup !

 NON

Autres remarques et suggestions (thèmes de l'année prochaine par exemple)
コミテの皆様、本当にいろいろとお世話になりました。いつもありがとうございます。
フランス人の先生方と交流するとても良い機会になりました。
次年度の授業運営のヒントをたくさん得られた。
モチベーションが刺激された。
Pas assez de vin !
Les nouvelles technologies dans la classe, TBI etc.
J’ai été étonné que la langue japonaise dominait nettement au niveau des ateliers. Je trouve que c’est
dommage, alors qu’ici, au Japon, on vit déjà immergé dans la langue et la culture japonaises, et que aux RPK
tous les participants maîtrisent le français, mais pas le japonais. J’aurais souhaité pouvoir participer aussi à
des ateliers animés en français par les collègues japonais, dont j’étais malheureusement exclu par la langue.
De même pour la table ronde.
A propos des pré-actes en ligne : il faudrait numéroter les pages. (J’ai voulu les imprimer pour les lire dans le
train en venant. Comme il y a beaucoup de pages l’imprimante s’est arrêtée deux ou trois fois, j’ai sorti les
feuilles petit paquet par paquet par sécurité. Mais une fois l’impression terminée impossible de reconstituer le
tas dans l’ordre.)
学校があって金曜日にこれなくて残念でした。来年は二日とも来たいと思います。コミテの皆さ
んにあたたかく迎えていただき感謝しています。ありがとうございました。
ありがとうございました。
大変具体的、実際的なアトリエが多く楽しく参加できました。Merci bien à la prochaine !
Merci beaucoup !
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ECRIRE DANS LE BULLETIN DES RENCONTRES
[1]

Tous les participants, qu'ils aient ou non animé un atelier, peuvent proposer un
article pour le Bulletin des Rencontres.

[2]

Chaque année, l'appel à rédaction d'article est lancé dans le courant de novembre.
La date limite d'envoi du titre de l'article est le 1er février (coupon-réponse
disponible sur le site RPK < http://www.rpkansai.com >).

[3]

La date limite d'envoi de l'article est fixée au 10 mai de l'année en cours. Vous
trouverez les conditions d'envoi et les indications de formatage dans la rubrique
« Indications de formatage » de ce bulletin ou sur notre site.

[4]

La problématique de l'article s'inscrit de préférence dans le champ de réflexion
ouvert par l'un des deux thèmes fédérateurs de l'année. Mais, les propositions
concernant la catégorie « hors thèmes », traitées dans le cadre d'un atelier, seront
aussi examinées.

[5]

La taille de l'article ne doit pas excéder les cinq pages de format A4, documents
compris (pour plus de détails, voir les Indications de formatage).

[6]

Une série de « conseils rédactionnels » est disponible sur le site des RPK.

[7]

Le Comité d'organisation des Rencontres invite tous les rédacteurs d'articles à faire
relire leur texte par un tiers avant soumission définitive.

[8]

Les articles proposés pour publication sont relus par un ou plusieurs membres du
Comité d'organisation des Rencontres.

[9]

Si nécessaire, des corrections seront demandées aux auteurs.

[10]

Le Comité d'organisation des Rencontres se réserve le droit de ne pas publier
un article dont le contenu ne serait pas conforme à l'esprit et à l'orientation du
Bulletin : qualités rédactionnelles, dimension scientifique, respect de l'autre.

[11]

Tout refus de publication par le Comité d'organisation des Rencontres sera motivé et
notifié à son auteur.

[12]

Si le Comité d'organisation des Rencontres entend défendre la conception d'un
Bulletin de qualité, les auteurs restent responsables de la teneur de leur article.

[13]

Pour toute question concernant la rédaction d'un article dans le Bulletin des
Rencontres, n'hésitez pas à contacter le Comité d'organisation.
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(en haut aligné à gauche, 12 points, caractères gras, souligné sur toute la largeur de la
page)
Thème 1 (ou Thème 2 ou Hors-thèmes ou Coin des éditeurs. Aligné à gauche, 12 points,
caractères gras)

INDICATIONS DE FORMATAGE
(titre : 2 lignes plus bas, 18 points, centré, caractères gras)
(2 lignés plus bas que le titre, 14 points, caractères gras, aligné à droite) ERPEKA Jiro
(en dessous, 12 points, caractères gras, aligné à droite) Université d'Osaka

(idem) rpk?rpkansai.com
Indications générales
● Pour le texte de présentation de l’atelier, (à envoyer avant le 1er février de
l’année en cours) :
1. une page format A4 : faites l'effort d'aller jusqu'en bas de la page pour montrer votre
sérieux, mais pas au-delà.
2. Si cela vous est possible, pourquoi ne pas écrire quelque chose en japonais dans le cas
où vous utilisez le français ou vice versa (traduction du titre ou bien une ou deux
phrases en tête du résumé) ?
● Pour l’article : (à envoyer avant le 10 mai de l’année en cours) :
Cinq pages maximum de format A4, documents compris.
Indications générales de mise en page et de polices :
1. Marge de gauche : 3 cm
2. Autres marges : 2,5 cm
3. Justifiez vos marges latérales
4. Interligne simple
5. Caractères à utiliser en japonais : 平成明朝 ou MS明朝
6. Caractères à utiliser en français : Times ou Times New Roman
7. Corps de l'article : 3 lignes plus bas que l'adresse, 12 points
8. Début de paragraphe : indentation : 1 cm
9. Intertitres : 12 points, caractères gras.
Logiciel de traitement de texte à utiliser : Word de Microsoft
Expédition:
En document attaché à l’adresse <contact?rpkansai.com>

Dans le mail, vous préciserez

le logiciel, son année ou sa version, et votre type d’ordinateur.
En cas de nécessité, il peut vous être demandé une disquette sur laquelle figureront vos
nom et prénom, le nom, la version ou l'année du logiciel, et enfin le type de votre
ordinateur : PC ou Mac. A expédier à : RPK 2012, c/o Centre-Alliance d’Osaka : 〒530-0041 大阪
市北区天神橋2-2-11 阪急産業南森町ビル9階 [Hankyusangyo-Minamimorimachi bldg. 9F, 2-2-11
Tenjinbashi, Kita-ku, Osaka 530-0041]

Vous trouverez cette fiche formatée sur notre site : http ://www.rpkansai.com/
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（上端左寄せ12ポイント、太字でページいっぱいまで下線を引く）
Thème （
1 または Thème 2, Hors-thèmes, Coin des éditeurs. 左寄せ 12 ポイント太字）

ランコントル関係執筆要項
（題名は２行下げ、中央寄せ 18 ポイント太字、題名のみ MS ゴシック）

（氏名：題名より 2 行下げ、右寄せ 14 ポイント太字、ローマ字表記も）エルペカ

次郎

ERPEKA Jiro
（所属：欧文右寄せ 12 ポイント太字）Université

d'Osaka
(電子メールアドレス：同上) rpk?rpkansai.com

 ランコントル開催年度の 2 月 1 日までにお送りいただくアトリエ要旨の場合
1. A4 用紙１ページ以内に過不足なく収まるようにしてください。1 ページを超過
しないようお願い致します。
2. できるならば、本文が日本語の場合、フランス人教師が見ても内容がすぐ分かる
ようにフランス語版タイトルや２～３行のフランス語要旨を付け加えておくこと
が望ましい。本文がフランス語の場合は日本語タイトルや短い要旨を付け加えるこ
とが望ましい。
 ランコントル開催年度の 5 月 10 日までにお送りいただく RENCONTRES 用論
考の場合
A4 で最大５ページまで（図や資料を含む）。
フォントなど原稿の体裁について
1. 左余白 3 cm
2. 他の余白 2,5 cm
3. フランス語の場合左右揃え
4. 行間は１行（通常の行間）
5. 日本語フォント：平成明朝または MS 明朝
6. 欧文フォント：Times または Times New Roman
7. 執筆者メールアドレスから 3 行空けて本文を開始（12 ポイント）
8. 段落の最初は 1cm のインデントを取る
9. 小見出し：12 ポイント太字
使用ソフト Microsoft Word
原稿送付
電子メールの添付ファイルで<contact?rpkansai.com>宛てにお送りください。その際、
使用ソフトのバージョンとパソコンのタイプ（PC か Mac か）を明記してください。
フロッピーディスクによる原稿提出をお願いすることもございます。その場合はデ
ィスクのラベルに氏名とソフトのバージョン、パソコンのタイプを明記の上、次の
住所宛てに郵送してください。〒530-0041 大阪市北区天神橋 2-2-11 阪急産業南森町ビル９階
大阪日仏センター=アリアンス・フランセーズ気付

RPK2012 運営委員会

WORD ファイルは関西フランス語教育研究会のサイトにあります。
http ://www.rpkansai.com/
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あとがき
前田

美樹

第 26 回関西フランス語教育研究会（ランコントル）は、3 月 30 日、31 日の両日、
大阪日仏センター＝アリアンスフランセーズにて開催され、142 名ものご参加をい
ただき、無事終了することができました。
ご参加いただきました animateurs の皆様、参加者の皆様、ご協力ありがとうござ
いました。スタッフ一同感謝申し上げます。
今年のランコントルでは、35 のアトリエと 2 つのシンポジウムが「教材の作り
方／使い方」と「学びのコミュニティづくり」というテーマのもとでおこなわれま
したが、そのほかにも、ケベックスタージュ報告から文学研究の未来を展望するア
トリエまで、幅広いテーマを含みながら、活発な議論やワークショップが行われま
した。
特に印象的であったのは、近年めまぐるしく普及し、教育の現場においても広く
注目されつつある Facebook や Twitter といったソーシャルネットワーク、YouTube、
や iPad または、ホームページを利用したいわゆる nouvelle technologie を活用した
授業の実践報告が多く見られたことでした。新しいツールが次々と登場する現代に
おいては、われわれが携わる語学教育というものが、教育現場にとどまるだけでな
く、さらなる広がりと可能性を無限に広げていくということを予感させるものとな
りました。
こうした変化の時代においては、新しい問題もでてくるでしょう。それに対して、
それぞれの教師がどのような問題をかかえながら、どのような実践を行っているの
かを共有し、意見交換することが、フランス語教育のさらなる発展への歩みとなる
こと、またランコントルがその場であり続けることを願ってやみません。
第 26 号となる本論集には、アトリエでの発表内容を中心とした計 14 本の論考が
寄せられました。多忙な時期にもかかわらず執筆していただきました皆様に感謝い
たします。

