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AVANT-PROPOS 
 
 

第 33回関西フランス語教育研究会（ランコントル）は 2019年 3月 25日（月）と 26日（火）

に上田安子服飾専門学校で開催されました．本年は 2日間で 130名を超える方々が大会に参加

されました． 

 

本年は「教員の道具箱」と「○○研究とフランス語教育」という共通テーマのもと 25 のア

トリエが行われました．アクティブラーニングに向けた具体的な教授法の発表やデジタル教材

を活用したアトリエ，さらに YouTube を利用した授業作りに関する発表などがあり，今年も

非常に内容豊かな大会となりました．また「フランス語教育における雑談・脱線の意義」と題

したターブルロンドが開かれました．発表者の方々の発表や質疑応答を通して，雑談・脱線が

学生との信頼関係の構築や学生のモチベーションの強化，さらに新たな分野への興味の広がり

を可能にすること，またその一方で教員自身のスキルの向上にもつながることを実感できた機

会となりました． 

 

第 33 号の紀要には，本年度の共通テーマおよびフランス語教育に関わる様々なテーマにつ

いて 27 本の論考が収められています．新学期の多忙な時期にもかかわらず，執筆をご担当く

ださいました皆様に感謝申し上げます． 

 

本年も多くの方々からのご協力とご支援を頂き大会を開催することができました．日本フラ

ンス語教育学会，アリアンス・フランセーズ愛知フランス協会，関西学院大学より助成金を賜

りました．また出版社の方々や元ランコントル運営委員の先輩方のご支援，ならびに本年も快

く施設利用を許可してくださった上田安子服飾専門学校の皆様のご厚意にお礼申し上げます． 

 

ランコントルの最新情報および過去の情報はホームページ (http://www.rpkansai.com/) にて

ご確認いただけます．また，ランコントルでは私たちの運営に関わっていただける方を募集し

ております．ご興味を持たれた方は，是非ご連絡ください (contact2019@rpkansai.com)．その他

にもご意見やご感想がございましたら，運営委員にお伝えいただけますと幸いです． 

 

第 33回関西フランス教育研究会 事務局長 

佐々木 香理（SASAKI Kaori） 
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PRÉSENTATION DES THÈMES 
 

 

Thème 1 : La boîte à outils du professeur   
     教員の道具箱  

 

  Depuis l’époque du tableau noir et de la craie, les professeurs de français ont eu à leur 
disposition de nombreux autres « outils ». Des documents sonores sur support CD aux 
cartes chiffrées ou illustrées, en passant par les documents faits maison, il y a autant 
d’outils que de professeurs. Plus récemment, de nouveaux outils sont apparus, tels le 
portfolio ou les documents numériques. Le matériel peut également être lié aux techniques 
de classe, et utilisé pour instaurer par exemple une ambiance pendant le cours. 
  La « boîte à outils » des professeurs est d’une grande richesse. Souhaitez-vous partager 
ce que contient votre « boîte à outils » ? 
  Dans ce premier thème, nous vous proposons de présenter le matériel pédagogique 
auquel vous pouvez avoir recours. Des plus simples aux plus surprenants, n’hésitez pas à 
nous faire découvrir vos outils de classe. 
 
 黒板とチョークの時代から、フランス語教員は様々な「道具」を使ってきました。CD など

の音声教材、数字や絵が書かれたカード、手作りのワークシートなど、教員の数だけ「道具」

があると言ってもよいでしょう。近年ではポートフォリオやデジタル教材などの最新の「道具」

が次々と生み出されていきます。また、グループワークを仕掛けるテクニックや、クラスの雰

囲気を変える方法など、技術という名の「道具」を持ち運んでいる人もいるでしょう。  

 教員の「道具箱」は実に魅力的です。皆さんの「道具箱」には何が入っていますか？他の教

員はどんな「道具箱」を持っているのか気になりませんか？ 

 本テーマでは、フランス語教員の「道具箱」について語り合いたいと思います。シンプルな

「道具」、あっと驚く「道具」など、皆さんの「道具箱」の中身をぜひ紹介してください。 

 

 

Thème 2 : Recherches dans sa spécialité et didactique du français 
     ○○研究とフランス語教育  

 
  Lorsqu’on demande à un professeur de français sa spécialité, quelle est la proportion de 
professeurs à répondre « la didactique du français » ? Dans de nombreux cas, la spécialité 
du professeur diffère du rôle d’enseignant de langue étrangère. 
  Auparavant, les professeurs étaient engagés en tant que chercheurs dans les domaines de 
la littérature, la linguistique ou la philosophie françaises, etc., spécialités auxquelles venait 
s’ajouter un pan « didactique du français » lié aux cours à enseigner. Plus récemment, 
l’augmentation des recrutements de didacticiens du français oblige beaucoup d’entre nous 
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à avoir une double spécialité. 
  Est-ce que notre spécialité principale a une influence sur notre façon d’aborder la 
didactique des langues ? Ou bien est-il préférable d’aborder séparément l’enseignement de 
notre spécialité et la didactique du français ? Ces questions, beaucoup de professeurs se les 
posent. 
  Ce thème propose donc d’apporter des pistes de réflexion sur les liens entre la didactique 
du français et les recherches liées à nos spécialités respectives. Des spécialistes de toutes 
disciplines sont attendus pour faire part de leurs expériences. 
 
 「あなたの専門は何ですか？」フランス語教員にそう尋ねた時に、「専門はフランス語教育

で す」と答える人はどの くらいの割合でしょうか。多くの場合、教育機関でのフランス語 教

育の担当者は別の専門を持っています。 

 以前の教育機関では、フランス文学、フランス言語学、フランス哲学などの専門研究者とし

て雇用された教員が、フランス語教育を担当するというのが一般的でした。近年では、「フラ

ンス語教育」を主とする教員公募が急増しているにもかかわらず、今なお私たちの多くは他に

別の専門研究を抱え、副専門、あるいはダブルメジャーとしてフランス語教育に相対してい

ます。 

 私たちの専門研究は、自身のフランス語教育に何らかの影響を与えているのでしょうか。そ

れともフランス語教育と専門研究はなるべく切り離す方がよいのでしょうか。フランス語教育

と他の研究活動を同時に行いながら、このような問いが脳裏をよぎることはありませんか。 

 このテーマでは、私たちが専門とする「○○研究」とフランス語教育の関わりについて議論

したいと思います。フランス文学研究者でありながら、あるいはフランス哲学研究者であり

ながら、フランス語教育に取り組むことには、どのような意義があると思いますか。様々な専

門分野の方々の活発な議論を期待します。 
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Thème 1 
 

ICT 機器を利用したフランス語の授業展開 
 

 

大場 千景 

OBA Chikage 

Université Kinki  
o.chikage@gmail.com 

 

 

 

はじめに 

教師が教室で文字を書いて学生に見せる道具と言えば、黒板とチョーク、もしくはホワイト

ボードとマーカーが恐らく現在でも主流であろう。だが、2010年の iPadの登場は、筆者の板

書環境を大きく変え、デジタル黒板にシフトする第一歩となった。その後も iPadは進化を続け、

2015年には、画面の狭さを克服した大画面の iPad Proとスタイラスペンの常識を覆した Apple 

Pencilが登場し、これをもって、筆者は黒板とチョークとは完全に決別することになる。 

本稿では、黒板とチョークに取って代わった iPadと Apple Pencil、そして様々な通信機器と

アプリを利用して、フランス語の授業で何ができるかを紹介したい。 

 

1. 黒板代わりのノートアプリ 

iPad の画面を黒板代わりに使うには、まず、白紙のページが用意されたノートアプリが必

要である。この種のアプリは現在数多く開発されているが、Apple Pencilのスムーズな書き心

地を最大限に活かせるのは、GoodNotes41と MetaMoji Note2の二つであろう。線画のなめから

さでは優劣をつけがたいが、MetaMoji Noteは後述する会議型アプリの MetaMoji Shareと連動

しているので、その点では優位である。 

純粋にノートアプリとしての機能で見ても、MetaMoji Noteの方がペンの種類、色、グラデ

ーション、太さ、不透明度などの選択肢が豊富で、ページに挿入できるアイコンや図形もデ

フォルトで用意されているので、あらかじめ準備していなくとも、その場で変化に富んだ画

面をスピーディーに作成できるという利点がある。 

 

 

 

 

図 3は MetaMoji Noteで描画している様子。手書きでイラストを描画し、アプリに用意され

た吹き出し図形を挿入したところ。図 4、図 5 は図 3 のページを複製し、吹き出しの中にセリ

                                                 
1 https://itunes.apple.com/jp/app/goodnotes-4/id778658393?mt=8 
2 https://itunes.apple.com/jp/app/metamoji-note/id557121061?mt=8 

図３ 図４ 図５ 
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フを書込んでいる。教室ではこちらで人物設定をし、考えられるセリフを学生に答えさせ、そ

の答えを書き込むといった展開が可能である。つづり字で注意が必要な箇所はペンの色を変え

たり、ポインターで指示したりすることもできる。また、自分で描いた人物のイラストをアイ

テムとして登録しておけば、必要な時にいつでも呼び出して使用できる。 

 

2. PDF 閲覧アプリ 

PDFファイルの提示と書き込みには MetaMoji Note、GoodNotes4に加えて PDFエディターの

PDF Expertも使用している。PDF Expertには前者二つのアプリにはない読み上げ機能が標準装

備されており、何より、Mac用 PDF Expertと併用することで、ファイルを移動することなくパ

ソコンからも iPad からも同一ファイルにアクセスすることができるというメリットがあるか

らだ。自宅のパソコンで作成したプリントを PDFに変換してクラウドに保存しておけば、ファ

イルのアップロード、ダウンロード、移動といった手間をかけずに、授業中でも必要なファイ

ルをすぐに開くことができるのだ。 

読み上げ機能は数字の聞き取り、書き取りの練習に有効である。英語に比べて複雑で覚えに

くいとされるフランス語の数字に慣れるには、何度も聞いて、自分の口で繰り返す練習が不可

欠だが、初級フランス語のほとんど教科書が、1 から 20までの数字しか吹き込まれておらず、

それ以上になると途中が端折ってあり、1000以上になるとほぼ皆無である。そこで、一定の範

囲内の数字、例えば１から 1000 までをランダムに並べ替えた PDF ファイルを作成し、PDF 

Expertで開いて「テキストを読み上げ」を選べば、連続して数字を読み上げさせることができ

る。また、間を置きながら数字を聞かせたい場合は、任意の数字を一つ選んで「話す」を選択

すればよい。 

検索機能は、電子テキストを使用する大きなメリットの一つである。授業で使用する教科書

を電子化しておくと、例えば、練習問題に出てきた単語が既出かどうかや、使いたい表現が何

ページに出ているかなどをすぐに調べることができる。 

  

3. プレゼンテーションアプリ 

プレゼンテーションアプリの定番である Microsoftの PowerPointや Appleの Keynoteには iOS

用もあり、とりわけ Keynoteには多彩なアニメーション機能が数多く用意されており、画像や

文字に様々なモーションを加えて、動画のようなスライドを簡単に作成することができる。 

上の横並びの３枚の図は実際には連続した一つのアニメーションになっている。「私」と「相

手」の位置、人物の動きをアニメーションで見ることによって、emmenerと amener、emporter

と apporterのような似通った動詞の意味の違いが、直感的に理解できる。 

パソコンのアプリとの決定的な違いは、やはりスライドにペンシルで直接文字が書き込める

という点であろう。例えば、語尾だけを空欄にした動詞活用のスライドを作り、その場で語尾
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を書き込んでいくことができる。この時、教師が答えを書く前に、学生に書き込んでもらい、

その様子をスクリーンに投影する方法がいくつかある。 

まず、iPadとプロジェクターを有線でつないでいる場合、iPadを２台使用して、１台を学生

に渡す方法である。Keynoteのファイルは iCloudに保存され、変更は逐次同期されるので、１

台でファイルに変更を加えると、もう１台のファイルにそれが反映される。この性質を利用す

れば、学生が書き込んだ内容が、プロジェクターに接続した iPadのファイルに反映されて映し

出されることになる。ただし、iCloudへのアップロードとダウンロードにわずかではあるが時

間を要するので、リアルタイムというわけにいかない3。タイムラグなしで投影させたければ、

Keynote remoteを使って、１台の iPadをリモコン代わりにし、プロジェクターに接続している

iPadの Keynoteを遠隔操作すればよい。ただし、リモコン代わりの iPadから書き込む場合、通

常の Keynoteの描画と違って消しゴムアイコンがないので、書き直す場合に「元に戻す」を繰

り返さなければならないのが面倒である。 

iPadを 1台だけ使用する場合は、無線ミラーリング機器を使ってプロジェクターと iPadを無

線接続するという方法もある4。これを利用すれば、iPad をプロジェクターにしばりつけるこ

となく、教室中のどこにでも自由に iPad持ち運ぶことができ、学生が着席したまま書き込みが

できる。 

                 

  

 

 

 

4. コミュニケーションアプリ 

教室で学生が使用する紙媒体の教科書を電子化してスクリーンに投影する最大のメリット

は、学生が教科書と向き合って一人で行ってきた「読み」、「書き」、「考え」、「話す」という作

業を視覚化し、文を作り出すダイナミックな瞬間を教室全体で共有できることである。それを

可能にするのが、先に触れた会議型アプリである。会議型アプリとはインターネットを介して

複数の人間が同じ画面をリアルタイムに閲覧、編集できるアプリの総称で、コミュニケーショ

ンアプリとも呼ばれる。複数の端末で同時に書き込みができるこの種のアプリには、Metamoji 

Share5の他にも Microsoft Whiteboard6、Baiboard 37など無料のものもあり、ホワイトボードを共

有して、共同作業をするには十分な機能を備えている。ただし、Whiteboardには PDFを読み込

む機能はなく、また、Baiboard 3は描画の性能がさほど優れていないので、ペンで書くような

滑らかな文字は書けないという欠点がある。 

会議型アプリが Keynoteでの画面共有と異なるのは、同じアカウントの複数の端末での使用

はもちろん、複数のユーザーが同時に書き込み、かつタイムラグが生じないことである。 

Metamoji Shareの使い方は keynoteと同様、2台の iPadを使用し、1台を有線または無線でプ

ロジェクターに接続し、もう 1台を学生にまわす。ただし、今度はクラウド経由ではないので、

タイムラグが生じず、一方の書き込みが他方の画面およびプロジェクターにリアルタイムに反

                                                 
3 Wifi の通信環境にもよるが、20秒前後のタイムラグが生じる。 
4 iOS用の Apple TV、Android用の Chromecastが代表的な無線ミラーリング機器だが、サードパーティ製の AnyCastはどち

らも使えて安価である。ただし、教室に備え付けのプロジェクターにVGA 端子しかない場合はHDMI to VGA 変換アダプタ

が必要。 
5 http://shareanytime.com/jp/ 
6 https://products.office.com/ja-jp/microsoft-whiteboard/digital-whiteboard-app  
7 https://itunes.apple.com/jp/app/baiboard-3-collaborative-whiteboard/id1153979162?mt=8 
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映される。さらにプロジェクターに無線接続すれば、教師はスクリーンに映し出される学生の

書き込みを見ながら、教卓を離れてどこからでもコメントを書き込むこともできる。 

また、Metamoji Shareをダウンロードした端末を持っていれば、教師がメールで送信したペ

ージのリンクをクリックするだけで、すぐに書き込みができる状態になる（このアプリでは「会

議に参加する」という）。また、Metamoji Shareは iOSだけでなく、Windows版、Android版も

あるので、学生がスマートフォンかタブレットを使用して、教室全員で一つの画面を共有する

ことも不可能ではない。しかし、現実的にはスマートフォンでは画面が小さすぎるので、目下

のところ、学生に iPadを渡し、教科書やプリントの練習問題の答えを順に書き込んでもらうと

いう形式をとっている。 

練習問題の答えを iPad に書き込み、スクリーンに映し出す目的は、発音しない語末の子音

や、性数一致の e, sの有無を画面で確認できることもその一つだが、何より、学生の書き込ん

だ答えを書いた本人も含めて全員で確認

し、どこかに問題がないか、あるとすれば

どこをどう変えればよいか、などを一緒に

考え、より良い答えを導き出してゆく過程

を共有することにある。必要に応じて、教

科書にはない白紙のページを追加し、解説

や類題を書き足し、理解できればまた元の

ページに戻って本人が自ら修正する。こうした作業は黒板には出来ないタブレットならではの

大きな長所である。 

さて、Baiboard 3にしろ、Metamoji Shareにしろ、会議型アプリが本来想定しているのは、複

数の人間が同一ファイルを同時に閲覧し、書き込みをするという状態である。授業に参加する

学生全員がタブレットを所有し、全員が書き込みできる環境が整っていれば、教師対学生の双

方向の書き込みだけでなく、同じ画面を共有する学生どうしがアイデアを書き込み、グループ

単位の作業も可能になるのだ。とはいえ、普通教室に無線 LAN が完備され、なおかつ学校側

がタブレットを無償配布するか、購入を義務付けるかしない限り、現状では学生全員が授業で

タブレットを使用する環境を作ることは難しい8。 

 

5. 画像、動画による課題提出 

iPadが登場する以前から、日常的な課題の提出、添削、返却は、Word で作成、メール添付

で提出、添削ファイルを返信、という形式をとっていた。し

かし、日常的にパソコンを使用していない学生にとって、こ

の一連の作業はハードルが高いらしく、提出が遅れる、提出

をしない、手書きで提出する、といった学生が必ずいた。そ

こで、手書きした課題をスマホで撮影し、メールに添付する

形式に変更してみた。すると、提出率がほぼ 100%にアップ

し、提出時期も格段に早まった。学生にとっては空き時間に場所を選ばず課題に取り組め、ス

マホから提出できるので心理的にも負担が少なく、教師の側も、添付された画像ファイルに

Apple Pencilで直接コメントを書き込み返信できるので、課題提出、受理、添削、返却までの

時間と手間が大幅に削減された。 

                                                 
8 全校生徒に iPadを配布する取り組みは、すでに、いくつかの小、中、高で実施されているが、大学では 2011年より名古

屋文理大学情報メディア学部情報メディア学科が新入生全員に iPad と iPad Pencilを配布している。 
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中級のクラスでは、2〜3人のグループでフランス語による作品を製作・発表する授業を行な

っているが、発表当日に教室の前で実演する以外に、あらかじめ動画を撮って提出し、当日ス

クリーンで上映する方法も選択できるようにした。何度でも撮り直しができるこの方法なら、

人前で話すことが極端に苦手な学生も満足のいく作品が発表できる。 

動画の提出の際、サイズが大きすぎて、メールに添付できない場合9、iPhoneを使っている

学生なら、当日にAirDrop10経由でファイルを受け取ることができるし、Android端末ならGoogle

ドライブにファイルをアップロードし、共有リンクを送るという形で提出することが可能であ

る。 

 

6. 自習用アプリ 

インターネット上には一人でフランス語を学習するためのサイトがいくつもあり、スマート

フォン用の学習アプリも数多く開発されている。写真や絵がついていたり、単語をクリックす

るだけでネイティブの発音を聞けたりと、単調で根気のいる単語の暗記という作業を少しでも

楽しく続けられるよう、いろんな工夫がなされている。また、最近では、授業の進度に合わせ

てパソコンやスマートフォンで予習・復習ができる、教科書に準拠した Webサイトの開設も進

んでいる。 

とはいえ、第２外国語として 1年間だけフランス語を受講する一般の学生が、そうしたサイ

トやアプリで学習を続けることは容易ではない。知らないことばかりが増えてゆくと、急速に

やる気が失せてゆくだろう。そこで、まずは教科書に出てくる単語を繰り返し見て、「知って

いる！」という感覚を持てるように、「単語帳メーカー」11というアプリを使っている。日本語

とフランス語を並べて入力しただけのシンプルなデータを Excelで作成し、「単語帳メーカー」

に取り込むだけで、日本語とフランス語が裏表になったデジタル単語帳が出来上がる。教科書

毎に単語帳を作っておき、各課の始めにまず新出単語として紹介する。各課の終わりには、フ

ラッシュカードのように次々に単語を提示し、意味を答えさせる形で復習を兼ねた小テストと

して活用している。作成したデータは AirDrop やメール経由でエクスポートできるので、学生

はスマートフォンに「単語帳メーカー」をダウンロードして、教師からデータを受け取れば、

いつでも教科書の単語を復習することができる。 

  

終わりに 

過去 10 年足らずの間に、iPadとその周辺機器は驚くべきスピードで進化してきた。当初出

来なかったことや、出来る事を想像すらしなかったことが、次々と実現され、教室に持ち込ん

だ iPadは、書く、聴く、見る、といった授業の形式にも大きな変化をもたらしている。 

かつて膨大な時間を必要とした多くの作業が、短時間かつ正確に実行できるようになったこ

とは、デジタルツールがもたらした大きな恩恵であることは間違いない。だが、瞬時に答えが

出るデジタルツールのスピード感を、教育現場の全ての作業に取り入れることが、果たして望

ましいことなのか、デジタルツールや ICT の活用自体が目的化してはいないか、そうしたこと

を立ち止まって考えてみることもまた必要ではないだろうか。

                                                 
9 プロバイダーによるが、gmailが最大で 25MBまで可能。 
10 AirDrop：Wifi と Bluetoothを使って、近くにある Apple製端末同士でデータを高速にやりとりする規格。 
11 https://tangomaker.net 
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Thème 1 
 

Exploitation des forums de discussion électronique pour 
l'enseignement/apprentissage du FLE à destination d'un 

public non captif : potentiels et limites 
 
 

DELBES Sébastien  
Institut français du Japon – Kansai  

 sebosaka@gmail.com  
 
 
 

1. Introduction  
Au cours des années 1990, Internet s'est vu attribuer une place de choix dans la boîte à 

outils de l'enseignant, à tel point que son recours est devenu habituel dans et/ou en dehors 
de la classe. D'une part, en tant que puits intarissable de ressources, d'autre part comme 
moyen de communication médiatisée par ordinateur, grâce aux avancées technologiques et 
ergonomiques portées par le web 2.0, qui ont facilité et démultiplié les possibilités 
d'interactions. La physionomie des forums de discussion électronique a elle aussi évolué, 
pour se stabiliser au début des années 2000 avec l'apparition des moteurs de forums 
programmés en langage PHP, toujours largement plébiscités aujourd'hui.    

En 2006, au Centre – Alliance d'Osaka (« CAO » pour la suite), nous avons conçu et 
mis en service un forum d'apprentissage collaboratif du français1 au moyen du moteur de 
forums phpBB qui avait pour objectif principal d'encourager nos apprenants à maintenir le 
contact avec la langue-culture hors classe. Suite à sa fermeture lors de la fusion entre le 
CAO et l'Institut franco-japonais du Kansai en 2013, j'ai créé mon propre forum sur les 
mêmes bases et continué l'aventure, en reproduisant sa structure pratiquement à l'identique. 

Dans cet article, nous reviendrons d'abord sur les caractéristiques et potentialités des 
forums, puis nous présenterons les acteurs du forum du CAO ainsi que son organisation. 
Nous analyserons ensuite trois exemples représentatifs, nous semble-t-il, d'échanges 
prometteurs ou aboutis. Enfin, après un bilan des difficultés rencontrées, nous proposerons 
quelques pistes pour intégrer efficacement cet outil aux dispositifs d'apprentissage. 
 

2. Caractéristiques des forums et apports potentiels 
Selon Mangenot (2002), les forums se caractérisent principalement par l'asynchronicité 

des échanges, et leurs dimensions écrite, permanente, structurée, et publique. Ce caractère 
public favorise selon lui « un certain degré de cognition partagée ». La dimension 
asynchrone, comme l'expliquent Henri et Lundgren-Cayrol (2001 : 63), autorise les 

                                                 
1 Impression d'écran de la page d'accueil : https://i95.servimg.com/u/f95/18/15/25/25/forum10.jpg 
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participants, qui ne sont contraints ni par le temps ni par l'espace, à prendre part aux 
échanges quand ils le veulent. Ils disposent ainsi de temps pour exprimer leur pensée. 
Concernant la participation, Celik et Mangenot (2004 : 9), se référant à Kern (1995), 
soulignent qu’une meilleure distribution de la parole est obtenue à l'écrit, l'oral ayant un 
effet paralysant sur les plus réservés. Et bien que le caractère public des échanges puisse se 
révéler potentiellement inhibant, Mangenot (2002) estime que les apprenants « muets » 
peuvent toujours tirer profit des interactions entre les différents participants du fait 
précisément de cette double dimension publique et permanente.  
 
3. Présentation du forum du CAO 
3.1. Les acteurs  

La participation au forum était ouverte à tous, sous condition d'inscription. La partie 
française se composait donc non seulement de membres de l'équipe pédagogique, mais 
aussi de francophones « authentiques ». La contribution des enseignants reposait, quant à 
elle, sur le volontariat et le bénévolat. J'assurais l'administration, la modération, et une 
partie de l'animation et du tutorat. Côté japonais, la quasi-totalité des membres étaient des 
apprenants du CAO. Notre public n'était donc ni captif, ni limité temporellement par le 
cadre d'une session, ni soumis à une évaluation certificative, comme c'est le cas notamment 
dans les universités. Ces caractéristiques ont incontestablement influencé la nature des 
interactions et des activités proposées, comme nous le verrons plus bas avec les exemples. 

  
3.2. La structure 

Le forum, disponible à présent aussi en version smartphone, comportait trois blocs : 
'intranet', 'forum général', et 'vos cours'. Son interface bilingue permettait aux utilisateurs 
de naviguer dans les rubriques en autonomie. Les participants, qui disposaient d'une 
panoplie d'émoticônes et d'effets de texte pour accentuer le caractère informel de leurs 
messages, pouvaient soit créer un nouveau sujet, soit répondre à un sujet existant. Ils 
avaient la possibilité d'accéder à l'ensemble de leurs productions depuis leur page de profil.  

 

3.2.a. Le bloc 'intranet' 
Employé pour la communication interne, il n'était visible que de l'équipe pédagogique. 

Il comprenait quatre sous-forums : 'intranet' pour les discussions relatives à la vie du CAO, 
'méthodes 1' (niveaux A1/A2), et 'méthodes 2' (B1/B2), où les enseignants pouvaient créer 
des fils de discussion, par exemple « Taxi 1, leçon 9 », et y déposer ou consulter des idées 
d'activités complémentaires ou des liens vers des ressources en ligne en rapport avec les 
points lexicaux, grammaticaux, et culturels étudiés dans les leçons sur manuel. Un 
sous-forum 'archives intranet' complétait la liste.   
 

3.2.b. Le bloc 'forum général' 
Il comprenait dix sous-forums thématiques parmi lesquels 'forum général', où l'on 

trouvait des activités ludiques, une présentation des membres, etc., ainsi que des 
sous-forums aux intitulés plus explicites, mais que nous ne détaillerons pas ici, faute de 
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place : 'web francophone', 'quoi de neuf au CAO ?', 'vie pratique', 'actualités/débats', 
'culture', 'gastronomie et vins', 'voyages', 'étudier en France', et 'petites annonces'. 
 
3.2.c. Le bloc 'vos cours' 

Ce cahier de textes interactif était composé de sept sous-forums ('lundi', 'mardi', 
'mercredi', 'jeudi', 'vendredi', 'samedi', 'archives') à l'intérieur desquels on trouvait des fils 
de discussion dont le titre respectait le format « intitulé du cours / horaire / nom du 
professeur ». Il visait à proposer un espace permettant à l'enseignant et aux apprenants d'un 
même groupe-classe de communiquer en dehors des cours. L'enseignant avait toute latitude 
pour gérer « son » fil de discussion, sorte de prolongement virtuel de sa classe, ce qui a 
entraîné une grande diversité de pratiques et d'échanges. 

  
4. Exemples d'échanges en ligne 

Pour faciliter la lecture des transcriptions, nous avons supprimé les émoticônes et adopté 
la notation suivante : E = enseignant, A = apprenant, F = Francophone « authentique ». 

Exemple 1 : échanges enseignant – apprenants  

Transcription des échanges : 
- E : [pekɛb̃anilezɛlrɔ̃drəkɛd̃ɑ̃lebɑ̃kezofisjɛl 
ʃinwa]. Qu'est-ce que j'ai dit ??? 
- A1 : Je crois que c'est trop difficile... mais 
j'adore quand même... [...] Pékin banni les.... 
dans les banques et aux 
offices...  Donnez-nous un indice, s'il vous 
plaît ! 
- E : indice : "banques et aux offices" = 
[bɑ̃keozofis] 
- A2 : Moi aussi j'ai réfléchi tous les jours, 
mais je ne suis pas arrivée à tout résoudre. 
[...] Pékin bannit les ailes rondes (requins?) 
dans les banquets officiels chinois. Puis-je 
poster cette réponse imparfaite ? 
- E : C'est presque ça. Le découpage de 
"ɛlrɔ̃drəkɛ"̃ n'est pas correct. 
- A3 : Bonsoir à tous, Pékin bannit les 
ailerons de requin dans les banquets 
officiels chinois. C'est bizarre comme 
phrase, non?  
- E : Bravo [A3] ! Il s'agissait du titre d'un 
article du Monde.  
[…]  
- A3 : [ləsinemafɛtsɛtanesesɑ̃vɛt̃ɑ̃.] 
- A4 : Bonsoir, j'essaye ça. "Le cinéma fête 
cet année ses 120ans". Ce n'est pas une 
phrase. C'est comme un titre. 
- A3 : Eh, dis donc! C'est une phrase ça! cet 
année ---> cette année , sinon bravo, [A4]! 

Analyse : 
Dans l'extrait ci-contre, il s'agissait pour les 
apprenants de décrypter des transcriptions 
phonétiques, l'objectif étant de rendre 
ludique une tâche souvent laborieuse en 
présentiel. Le sujet a totalisé 50 messages, 
dont 10 de l'enseignant et 40 partagés entre 
5 apprenants issus de 3 classes différentes. 
La dimension publique a donc pleinement 
rempli son rôle. Et par les dimensions 
permanente et asynchrone, trois jours ont pu 
s'écouler entre le message d'invite et la 
réponse correcte. On voit aussi que les 
apprenants se sont approprié l'activité 
puisqu'ils ont eux-mêmes proposé des 
phrases à transcrire. On remarquera enfin les 
marques énonciatives (« bonsoir à tous », 
« puis-je poster... », « c'est bizarre comme 
phrase, non ? », « eh dis donc ! », « bravo », 
« moi aussi ») qui semblent indiquer la 
présence d'un sentiment d'appartenance à 
une « communauté d’apprentissage » 
(Mangenot, 2002), et qui montrent que les 
messages précédant les leurs ont bien été lus 
par les intervenants, un apprenant allant 
même jusqu'à apporter un feed-back 
correctif au message d'un pair. 
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Exemple 2 : échanges francophone – apprenant 

Transcription des échanges : 
- F : Bonjour, Je vais vous donner la recette 
du Kougelhopf de ma grand-mère. C'est une 
recette alsacienne qui a plus de 100 ans. [Il 
écrit la recette du gâteau, que nous avons 
supprimée par manque de place.] 
- A : Je suis ravi de votre recctte detaille. 
J'ai l'attendu. Ca a l'air bon! Tout de suite,je 
vais l'essayer. 
- A : [photo du gâteau réalisé 10 jours plus 
tard] Cette photo gue j'ai fait le kougelhopf. 
Votre recette est plus symple gue la mienne. 
Mais ,c'etait delicieux. Je l'ai mange 
beaucoup,ensuit je l'ai offert a mes amis. 
- F : C'est extraordinaire ! Félicitations ! Je 
suis heureux d'avoir pu vous envoyer cette 
recette. Amitiés  

Analyse : 
Ci-contre, un Français a proposé une recette 
(forum 'gastronomie et vins') à laquelle un 
apprenant de niveau début A2, passionné de 
cuisine, a répondu spontanément. On a donc 
ici affaire à une recette authentique, non 
didactisée, ainsi qu'à une communication 
authentique entre un Français et un Japonais. 
L'apprenant a pu utiliser ses compétences 
langagières pour agir sur le réel : 
compréhension de la recette (lexique de la 
pâtisserie, expression de la quantité, 
propositions infinitives...), et commentaires 
appréciatifs avant et après la réalisation du 
gâteau. On peut ainsi, sans s’avancer 
inconsidérément, concevoir la satisfaction 
qu'entraîne ce type d'échanges chez les 
apprenants, que l'on sent d'ailleurs poindre 
dans les énoncés « je suis ravi » et « tout de 
suite ». 

 

Exemple 3 : échanges entre apprenants  

Transcription des échanges : 
- A1 : Bon soir. [...] J'ai parlé avec un 
directeur d'un restaurant de "yakiniku" 
aujourd'hui. Encore, je écris en anglais d'ici.  
Je suis désolé. [… (détails sur 
l'organisation d'une fête, en anglais)... ]. 
Bonne nuit et a samedi! 
- A2 : OK! Merci, [A1]. A Samedi 
- A3 : Bonsoir. C'est [A3]. Merci, [A1]. Je 
voudrais aller a la "yakiniku party". Je suis 
desolee de repondre en retard. A samedi! 
- A1 : Bon soir.  C'est [A1]. [A2] et [A3], 
merci beaucoup pour votre réponse! Bonne 
nuit et a samedi! Tanoshimi ne! 
- A4 : Bonjour! C'est [A4]. J'ai passe une 
bonne soiree, merci [A1]! [E], vous etes a 
l'heure aujourd'hui? (parce que tard hier 
soir...) A bientot! 
[… interventions de [E] et [A6] ...] 
- A5 : Merci [A1] pour l'organisation de 
dîner le samedi passé! Tanoshikatta!!! 

Analyse : 
Voici un exemple d'échanges entre pairs du 
fil « Taxi 1, samedi 16h00 – 18h00, avec 
[E] » de la rubrique 'vos cours'. Ce qui peut 
surprendre ici, c'est qu'il s'agit d'échanges 
entre débutants complets (première session 
sur la méthode Taxi 1) qui n'ont étudié que 
les présentations. Le passé composé, 
employé par A1 et A4, est abordé bien plus 
tard dans le manuel. Sur une session, donc 
10 semaines, ce fil a recueilli 62 messages 
(14 messages de l'enseignant, les 48 
messages restants provenant de 9 étudiants 
pour une classe qui en comptait 15, dont un 
qui n'avait pas d'accès à Internet). Nous 
pensons que si l'on habitue les étudiants dès 
le début de leur apprentissage à utiliser le 
forum et à communiquer entre pairs par ce 
biais, nous pourrons en retirer des bénéfices 
à terme, particulièrement au niveau du 
renforcement de leurs compétences à l’écrit. 

 
5. Difficultés rencontrées 

Outre l'inertie bien naturelle des débuts, deux obstacles nous ont continuellement 
compliqué la tâche. D'abord, le brouillard polysémique enveloppant le terme « forum » 
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rendait l'outil inintelligible. Les termes japonais 「フォーラム」(« forum ») et「掲示板」

(« keijiban », qui fait plutôt référence à un panneau d'affichage) ne convenaient guère 
mieux. Ensuite, vu la nécessité d'expliciter le principe et le fonctionnement du forum in 

situ aux apprenants, le manque d'équipement en ordinateurs des salles de classe de l'époque 
a considérablement entravé le processus initial de formation. On ne peut non plus nier une 
certaine réserve au sein de l'équipe enseignante à l'encontre d'un outil dont l'utilisation était 
perçue comme chronophage, même s'il est quelquefois arrivé que les farouches opposants 
de la veille se soient mués en participants enthousiastes le lendemain, ce qui indique que la 
pédagogie en amont du lancement du projet avait clairement fait défaut.  
 

6. Conclusion 
Une enquête interne a révélé une nette corrélation entre le degré de participation des 

apprenants et celui de leur professeur. La réussite d'un tel projet nous semble dès lors 
étroitement liée à l'implication de l'enseignant, préalablement formé à l'outil et aux 
différentes compétences requises. Pour une « mise en orbite » efficiente, nous jugeons tout 
aussi essentiel de proposer un contenu assez fourni avant l'ouverture du forum au public. 
Ces années d'expérience nous ont par ailleurs enseigné que des tâches ludiques appelant 
des réponses relativement courtes tendaient à favoriser les interactions entre pairs. On 
pourra de plus tirer profit de la rubrique 'vos cours' en y postant des compléments 
d'information relatifs aux sujets abordés en classe par tous les acteurs. Enfin, au sujet de la 
correction des productions des apprenants, l’exhaustivité nous paraît irréaliste voire 
démotivante. Nous produirions préférablement des rappels pédagogiques ponctuels et 
collectifs afin de « ménager les faces », tout en faisant preuve de flexibilité. 

Pour conclure, Develotte (2010 : 455) indique qu'avec les TIC, de nombreuses 
possibilités d'apprentissage informel et d'ouverture de la classe vers l'extérieur sont 
apparues, alors que l'économie de l'enseignement/apprentissage des langues est depuis 
longtemps organisée autour de manuels ou de la progression pensée par l'institution 
éducative. Nous considérons comme elle qu'il est toutefois primordial de structurer 
l'enseignement à partir d'une base formelle et institutionnelle, et que les dispositifs 
hybrides combinant le présentiel et la communication en ligne peuvent s'avérer efficaces 
s'ils sont conçus dans une démarche de consolidation des acquis.  
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1. Concept du projet 
a) Mise en place et objectifs  

La mise en place de ce projet part d’un constat que de nombreux professeurs émettent 
vis-à-vis des études de français à l’université. Malgré la globalisation, pour de nombreux 
apprenants, le français n’est pas considéré comme étant une langue à finalité 
professionnelle. Face à une perte d’attractivité du FLE, nous avons souhaité mettre en 
place un projet qui permettrait aux apprenants d’avoir une utilisation pratique de la langue 
et de nombreuses interactions avec des natifs.  

Ainsi, nous avons débuté en avril 2018 le projet de création de courts-métrages 
collaboratifs avec les étudiants de l’université du Tohoku. La série Qui suis-je ? fait suite 
au projet Tokai Nouvelle Vague initié à l’université Tokai. L’objectif est la création en 
l’espace de deux ans de quatre épisodes d’une série policière qui a pour cadre de fond la 
ville de Sendai. La série diffusée sur YouTube est intégralement tournée en français et a 
pour souhait de contribuer à la diffusion la culture japonaise tout en maximisant les 
interactions entre les différents acteurs de ce projet. 

Au-delà de l’aspect purement langagier, le but de ce projet est également de développer 
l’esprit d’initiative, la capacité communicative, le dynamisme et l’esprit d’équipe. Il 
apparaît en effet qu’il s’agit d’aptitudes que les entreprises japonaises recherchent chez les 
recrues lors des entretiens d’embauche. Pour cela, il est nécessaire de proposer aux 
apprenants un projet complexe comportant un certain nombre de problèmes à résoudre1. Ce 
type de démarche permet d’améliorer les capacités orales puisqu’il oblige les apprenants à 
discuter en groupe et permet in fine d’apporter une cohésion entre ses membres. 

Du point de vue de l’apprentissage des langues, les quatre compétences langagières sont 
requises, mais la création du scénario et le tournage du court-métrage se focalisent avant 
tout sur la production orale et écrite, compétences trop souvent négligées à l’université. 
Enfin, dernier point important, ce type de création rend possible l’usage d’une langue 
« authentique »2, qui est bien souvent assez éloignée de ce qui est proposé dans les 
manuels. 

                                                 
1 Tsiplakides, T. & Fragoulis, L. (2009) « Project-based learning in the teaching of English as a foreign language in 
Greed primary schools: from theory to practice » English Language Teaching 2(3).  
2 Barr, R.B. & Tagg, J. (1995) « From teaching to learning: A new paradigm for undergraduate education »Change 27(6).  
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b) Réalisation 
Chaque épisode doit être réalisé en un semestre. Pour prendre un exemple concret, la 

création du deuxième épisode a débuté en octobre 2018 pour s’achever vers la fin mars 
2019. Tout débute par la phase d’écriture du scénario. Ce dernier étant la base même du 
film, cette étape nécessite la plus grande attention. Outre le fait que chaque épisode doit 
avoir une cohérence propre, celui-ci doit également s’inscrire dans la logique d’une série 
réalisée sur deux années. Pour ce projet, l’écriture ainsi que la traduction en français du 
scénario d’environ 20 pages prennent entre deux et trois mois. Ayant désormais 
l’expérience de création de deux films, nous pensons que l’écriture du scénario ne doit être 
l’œuvre que d’un groupe restreint d’étudiants qui présenteront leurs versions aux autres 
membres du projet, quitte à apporter des modifications suivant l’avis général.   

Une fois le storyboard et les phases d’entrainement et de préparation achevés, le 
tournage à proprement parler peut débuter. Le tournage n’est en réalité pas la partie la plus 
chronophage d’un tel projet, cependant il nécessite la présence de la majorité des 
participants. Selon la période, cela peut parfois se révéler problématique. Pour l’épisode 2, 
le tournage a eu lieu entre la fin décembre et la première moitié de janvier. Cette période 
correspondant à celles des vacances puis des examens, il était parfois difficile de réunir 
tous les membres simultanément. Cela avait pour conséquence l’obligation de procéder à 
un redécoupage des scènes et à ne tourner qu’avec les acteurs présents. De même, faute de 
temps, l’entrainement à la prononciation a souvent eu lieu de manière extemporanée. Il 
faut donc prendre en compte ces contraintes lorsqu’on élabore le planning. Une fois le 
tournage terminé, la partie la plus technique débute. Pour le montage, il est préférable de 
faire appel à des étudiants qui ont déjà une certaine expérience dans ce domaine. Après le 
transfert sur un site de streaming, il est nécessaire de procéder à la promotion des vidéos 
sur les réseaux sociaux. Cette dernière étape permet d’atteindre une plus large audience. 
 

2. Aspects techniques lors de la prise de vue 
Créer des courts-métrages en langues étrangères est à l’origine d’un certain nombre de 

défis techniques qui peuvent se retrouver rapidement déroutants si on n’a pas de notions 
dans la gestion de projets audio-visuels. Dans cette partie, nous souhaitons proposer 
quelques conseils qui permettent d’améliorer la qualité de création lors de tels projets et 
ainsi éviter certains écueils inhérents à tout projet faisant appel à des compétences 
techniques.  

 

a) Storyboard 
Avant de débuter le tournage, même si le scénario est terminé, un certain nombre de 

préparatifs sont à prévoir. Il est préférable de décider des lieux et angles de tournage à 
l’avance. Pour cela, il est nécessaire de créer un storyboard. Le storyboard est constitué de 
dessins relativement simplifiés permettant de montrer de manière concrète ce que la 
caméra devra capturer. Cela est très pratique pour que les acteurs puissent commencer à 
s’entrainer. De plus, le storyboard permet d’estimer la durée finale du film dans le sens où 
un découpage précis en scènes devient possible. Cela permet également d’avoir une vision 
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globale du projet et permet d’apporter une cohérence sur l’ensemble des prises de vue.  

b) Prise de son 
Une fois le scénario et le storyboard finalisés, le tournage peut commencer. Lorsqu’on 

pense à la création de vidéos, la première chose qui vient à l’esprit est l’appareil de prise de 
vue. Avec l’amélioration des technologies actuelles, il est désormais très facile d’avoir du 
matériel de qualité suffisante. Lors de ce projet, nous avons utilisé une caméra vidéo 
dédiée mais il est tout aussi possible d’effectuer un tournage avec un smartphone. Les 
smartphones modernes permettent de tourner en 4K et certains sont équipés d’une 
stabilisation intégrée. Cependant, il est fortement recommandé d’utiliser un trépied. Cela 
permet de réaliser des prises de vue beaucoup moins amateures et désagréables. 

Cependant, plutôt que l’appareil de prise de vue qui convient dans la plupart du temps, 
une bonne gestion de la prise du son est primordiale. Le son doit être suffisamment audible 
et sans bruit de fond trop marqué. Cela est d’autant plus vrai pour un projet comme le nôtre 
dans lequel les acteurs sont des apprenants de français langue étrangère. C’est un exercice 
relativement difficile et les étudiants ont parfois du mal à parler avec un volume 
suffisamment élevé. De plus, ce type de vidéo est fréquemment utilisé par d’autres 
apprenants en tant qu’outil d’apprentissage. Il faut donc que la qualité audio soit optimale. 
Il existe une multitude de micros. Pour notre film, nous avons utilisé un micro canon. Ce 
type de micro est très directif, il permet de capturer le son en provenance d’une zone très 
précise vers laquelle on pointe le micro. C’est idéal lorsqu’on souhaite capturer des 
dialogues. Lors d’un tournage, il est généralement nécessaire d’avoir recours à une perche 
qui permet de déporter la prise de son. Ainsi, il devient possible de se rapprocher des 
acteurs tout en gardant la caméra à une certaine distance. Dans ce cas-là, il faut bien 
évidemment faire attention à ce que la perche ou le micro ne rentrent pas dans le champ de 
la caméra. Il est ainsi possible de varier les angles de la perche avec des prises de son par le 
dessus, ou bien par le dessous. L’usage d’un micro dédié et d’une perche permet d’obtenir 
un son optimal, mais cela demande beaucoup plus de travail. En effet, le son n’est pas 
directement enregistré par la caméra. Puisqu’il s’agit d’une prise de son extérieur, il faut 
relier le micro à un enregistreur externe. Bien entendu, en prenant le son de manière 
externe, nous obtenons finalement deux fichiers pour chaque prise. Un fichier vidéo issu de 
la caméra vidéo qui inclut le son du micro interne de la caméra et un fichier sonore qui 
correspond à l’enregistrement du micro externe. Il faudra donc synchroniser les deux 
fichiers lors de la phase de montage.  

c) Utilisation d’un clap 
Lors de la création d’un court-métrage, le film est découpé en scènes. Chaque scène 

correspond par exemple à un lieu donné ou un arc narratif. Cependant, il est impossible de 
prendre une scène complète en un seul plan séquence. À chaque changement d’angle de 
caméra ou de locuteur, nous effectuons une coupe. Ces prises de vue correspondent à des 
plans. Cependant, il est rare de réussir un plan du premier coup. Il y a en effet de nombreux 
problèmes techniques : mauvais angle de caméra, perche du micro qui rentre dans le 
champ, volume sonore trop faible, etc. Il y a également des problèmes liés au jeu des 
acteurs. Ceux-ci ont souvent du mal à restituer le dialogue car ils jouent dans une langue 
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étrangère. Ainsi, il y a fréquemment des oublis de texte, des problèmes de prononciation. 
Dès lors, si la prise n’est pas jugée comme ayant une qualité suffisante, elle est retournée. 
On arrive rapidement à des centaines d’enregistrements sonores. Il est bien clair que si l’on 
n’est pas organisé, on est vite perdu lors du montage. Pour éviter toute déconvenue, il est 
conseillé de tenir sur un carnet le compte rendu exact des différentes prises de vue et de 
son.  

Pour que la synchronisation entre le fichier sonore pris sur l’enregistreur externe et la 
caméra ne pose pas de difficultés, il est fortement recommandé d’utiliser un clap. Sur le 
clap le code correspondant au numéro de la scène, du plan et de la prise est noté. Le clap 
est montré à la caméra lorsque le réalisateur dit « Action ! » et un assistant dit à voix haute 
le code de la prise de vue puis effectue un clac. Cela permet d’avoir un son très bref et 
distinctif qu’il sera facile de synchroniser avec l’image où le clap se ferme.  

d) Synchronisation 
Après la phase de tournage débute la tâche de montage, qui peut se révéler très 

chronophage. Il faut dans un premier temps améliorer la qualité des enregistrements 
sonores. Si le son est trop faible, ou s’il reste du bruit de fond, il est possible d’utiliser des 
logiciels comme Audacity pour améliorer le fichier original. Une fois que les différents 
enregistrements sonores semblent convenir, il est possible de commencer le montage de la 
vidéo. De nombreux logiciels existent (gratuits pour certains). Sur un logiciel comme 
Adobe Premiere, la synchronisation des vidéos et du son est relativement simple. Il est 
possible d’effectuer une synchronisation automatique en sélectionnant les deux 
enregistrements et en faisant un clic droit, puis « synchronisation automatique ». Toutefois, 
dans le cas où le fichier sonore a subi des modifications comme la suppression du bruit de 
fond, la synchronisation automatique ne marche parfois pas. Dans ce cas-là, il faut 
effectuer une synchronisation manuelle. C’est dans ce cas précis que le recours au clap se 
révèle appréciable. Il suffit d’aligner manuellement le bruit du clap avec la vidéo au 
moment précis où le clap se referme. Quand le montage est terminé, il ne reste plus qu’à 
créer des sous-titres, opération possible directement sur la plateforme en ligne.  
 

3. Ressenti des étudiants 
a) Intérêt du projet 

Pour mener à bien ce projet, les étudiants se sont répartis en plusieurs groupes. Il y a 
tout d’abord le groupe de production qui comprend le réalisateur, les scénaristes, les 
acteurs, le cadreur et les techniciens du son. Ensuite, il y a le groupe de montage, composé 
des monteurs vidéo et responsables du son. Il y a également le groupe administratif avec le 
comptable, le responsable des autorisations de tournage et le producteur. Enfin, il y a le 
groupe de communication, avec le photographe, les animateurs des comptes Facebook, 
Twitter, Instagram et YouTube. En tout, il y a environ 30 étudiants, de la première à la 
troisième année. 

Un point important de ce projet tient au fait que les enseignants ne délivrent pas 
unilatéralement des connaissances. Les enseignants donnent des conseils appropriés 
uniquement lorsque cela est nécessaire pour résoudre un problème. Il existe également une 
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contrainte de temps : pendant un semestre, le temps de réunion ne peut que difficilement 
dépasser deux heures par semaine. Dans ces conditions, le projet ne peut pas avancer si les 
étudiants ne partagent pas leurs opinions. En d'autres termes, ce projet permet de créer des 
opportunités pour échanger des opinions de manière active. Cela amène chaque individu, y 
compris les professeurs, à comprendre la personnalité et la pensée de chacun. En réalisant 
un tel projet, il devient possible, contrairement aux classes ordinaires où l'implication est 
beaucoup plus superficielle, de créer une relation profonde entre les individus.  

b) Difficultés rencontrées 
Même si le projet s’est globalement très bien déroulé, un certain nombre de conflits ont 

tout de même vu le jour. Pour prendre un exemple concret, lors de la création du scénario, 
un désaccord est apparu entre les étudiants. L’équipe responsable du scénario souhaitait 
privilégier le sérieux de l’histoire, tandis que d’autres étudiants voulaient un scénario plus 
drôle et distrayant. Il y avait donc une vision différente de ce projet parmi les étudiants. 
Certains voulaient écrire une histoire bien écrite et logique, tandis que d’autres voulaient 
maximiser l’attrait des spectateurs pour le projet en présentant par exemple les différences 
culturelles entre la France et le Japon. 

Pour résoudre cette difficulté, nous avons essayé de prendre en compte l’avis de tous les 
membres. Pour cela, nous avons essayé d’harmoniser la responsabilité de chaque rôle et 
l’opinion de tous les membres. Face à un tel problème, nous avons eu recours au vote 
majoritaire. Dans ce cas précis, après délibération, nous avons décidé d’adopter le scénario 
qui attachait de l’importance au ressort comique plutôt qu’à une logique trop complexe 
pouvant être déroutante pour les spectateurs. Après ce vote, les scénaristes ont alors écrit 
les détails et les dialogues comme ils le voulaient. Ainsi, en ayant recours aux votes 
majoritaires, chacun a pu donner son avis, et les scénaristes ont pu garder leurs 
responsabilités en écrivant les détails de l’histoire du film. Les difficultés rencontrées lors 
d’un tel projet et les capacités à les surmonter permettent d’acquérir des qualités qui seront 
à coup sûr utiles aux participants dans leur vie professionnelle future.  

 
Conclusion 

L’apprentissage basé sur un projet de création et de diffusion de courts-métrages 
apporte des résultats probants dans le cadre de la didactique du français. Les apprenants 
ont gagné en confiance et en capacité de communication. Ils ont dû par exemple participer 
à des ateliers et conférences pour présenter leurs travaux. Les réseaux sociaux ont 
également été un bon moyen pour rentrer en contact avec des locuteurs du monde entier en 
usant du français comme langue véhiculaire.   

Dans l’avenir, nous souhaitons effectuer une collaboration avec l’université de 
Lausanne pour la création de nouveaux courts-métrages en 2020. Nous avons également 
pour projet la création d’un festival de films à l’université du Tohoku en 2021. Ce type de 
projet n’est pas l’apanage du FLE et peut s’appliquer à toutes les langues et quel que soit 
l’établissement d’origine des apprenants.   
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1．趣旨説明 

本稿は、平成 29年～31年度 JSPS科研費・基盤研究（C）17K02952「生涯学習を目指したイ

タリア語・フランス語・ロシア語の習得を促進するツール類の開発」の助成を受けて開発を進

めている 2種類のモバイル機器用学習アプリ――動詞活用学習アプリ／単語例文学習アプリ―

―の使用実践とその結果を報告するものである。 

本アプリ開発プロジェクトの背景には、過去に開発した教員支援ツールの存在がある1。授業

の円滑化を目的として開発されてきた教員支援ツールを学習者支援ツール（学習アプリ）の形

に改良し、学習者に使用してもらうことで、授業外における自律学習効果の向上を目指すのが

本プロジェクトの趣旨である。本稿で取り上げる「動詞活用学習アプリ」と「単語例文学習ア

プリ」は 2018 年度内に開発したものであり、学習者に使用してもらったあと、使用後の要望

を回収するためのアンケートを実施、開発作業に反映させつつ、調整を重ねてきた。並行して

サンプルデータと操作マニュアルを整備し、現在はアプリと共に全て無料公開している2。 

現在公開中のアプリには、次のような 3 つの特徴がある。1 つめは「授業担当者が、各授業

の内容、レベル、進度などに合わせて作成した学習項目を提示可能」という点である。これに

よって平素の授業と密接にリンクしたアプリの使用が可能となり、授業外における学習者の自

律学習が促進される効果が期待できる。2 つめは「学習者の興味と需要に合わせて、自由にカ

スタマイズ可能」という点である。従来の類似アプリでは既に登録された動詞の活用形や単

語・例文を使用せざるをえなかったところ、本アプリでは授業や教科書の内容に合わせて授業

                                                 
1 Cf. 黒田恵梨子、川口陽子、堂浦律子、井上昭彦、神谷健一「動詞活用の定着を目的とした

効果的な方法の試みと実践～動詞変化形提示ツールを使用した試みを中心に――フランス語

とイタリア語の場合～」『RENCONTRES』vol.27, 関西フランス語教育研究会, pp.103-107, 2013. 
2 http://www.oit.ac.jp/ip/~kamiya/fra/ (2019/05/10 available) 
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担当者が、動詞活用や単語・例文を自由に登録できるため、学習者のニーズに柔軟に合わせた

使用方法を考案できるようになっている。3つめは「オフラインで使用可能」という点である。

オンライン上には動詞の活用形や単語・例文の意味を紹介しているサイトが多く存在するが、

本アプリはオフライン上で起動できることから通信コストがかからず、あらかじめダウンロー

ドしておくことで、通信が制限されている状態であってもストレスなく使用可能となっている。

これら 3点の特徴において、本アプリは従来の類似アプリとの差異化が図られており、今後の

教育工学分野におけるアプリ開発モデルの 1つとして位置付けられよう。 

では、上記の特徴を持つアプリを実際に学習者が使用してみたところ、いかなる結果が得ら

れたのだろうか。以下、「動詞活用学習アプリ」（VCSと略称）と「単語例文学習アプリ」（WES

と略称）それぞれの実践事例と使用結果を提示したあと、本アプリ開発における改善点を今後

の課題として考察する。 

 

2．「動詞活用学習アプリ」（VCS） 

VCSとは、1枚のスライドに一つの活用表を映し出し、活用形を出したり消したりしながら

動詞活用形の定着を目指す学習アプリである。 

VCSには iOS用、Windows用ランタイム版、MacOS用ランタイム版の 3 種類がある。基本

的な操作方法は共通であるが、ダウンロード方法が若干異なる。特に iOS 端末で VCS を開く

ためには、あらかじめ FileMaker Goをダウンロードしておく必要がある。Windows および

MacOSパソコンでは VCS自体をダウンロードする。ダウンロード方法や操作方法の詳細に関

しては「フランス語無料学習アプリのページ」（https://teamfire-french.jimdofree.com）を参照さ

れたい。VCSおよび入力用サンプルファイルも、このページからダウンロードが可能である。 

VCSで使用するデータは、全て Excelファイルで管理する。パソコン版を使用している場合

は、入力用サンプルファイルと同じ形式でデータを準備すれば、必要に応じてデータを交換す

ることができる。そして、データを交換した後、その.fmpur拡張子ファイルを iOS版使用者に

送ることで、iOS版使用者も新しいデータを VCSで使用可能となる。 

 

  
【変化表画面】 【一行練習画面】 

  

以下では、VCSを使用した初級文法クラス（フランス語非専修 38名×2クラス、2018年度第

4Q、CALL 教室）での実践例を紹介する。これらのクラスでは、既に第 3Qで動詞変化形提示

ツールを用いた学習に取り組んでいた。主な授業の流れは、活用語尾を板書して紹介した後、

全体で活用形に慣れる練習に取り組むというものである。具体的には、学生 2人に 1台のセン

ターモニターにまず「変化表」画面にて全部の活用を提示し、次に半分くらいに減らし、最後
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に全ての活用形を消して、活用表を言う練習を行い、時間的余裕があれば、ランダム 7（8 つ

の主語人称代名詞に対応する活用形のうち、ランダムに 7 箇所が現れ、1 箇所が消えるという

機能）や一行練習（日本語で提示された主語に対応するフランス語の主語人称代名詞＋活用を

考え、答え合わせをする）を行い、翌週の小テストの対策とした3。第 4Qは単純未来、前未来、

条件法、接続法など、複数の法・時制を一気に学習する予定だったため、第 4Q冒頭で、教卓

のパソコンから各学生用 Windowsパソコンへ VCS本体を一斉配布し、各自での VCSの活用を

促した。第 3Qと第 4Qの授業の組み立て上の具体的な相違点は、活用表作成の答え合わせ時、

クラス全体で活用表を確認する前に、作成が早く終了した学生が、あらかじめ VCS（または辞

書やオンラインの活用表）を用いて答えを確認する時間を設けた点のみである。 

今回使用した教室では Windowsパソコンを使用していたため、VCSも Windows版を配布し

たのだが、個人的に iOS版（18名）や MacOS版（1 名）をダウンロードして使用していた学

生もいた。使い勝手に関しては、どの版に関しても、使いやすい、上手く使えたと言う声があ

った。搭載動詞数 54（スライド 640枚）に関しては、検索機能の使用方法を随時説明したこと

もあってか、探しやすく、十分な動詞数のため辞書代わりにもなったと言うことだった4。オフ

ラインで使用可能なことも良かった点として挙げられていた。一方、iPhone専用の画面を準備

していなかったため、「文字が小さくて見づらい（特にメイン画面）」という意見や「アクサン

記号が入力できない」、「語頭が大文字になっているという理由で検索できない」、また「スラ

イドを 1枚 1枚見るため、複数の活用を並べて見比べることができない」など、不便さをあげ

る意見もあった。なお、不使用と答えた学生が挙げた理由としては、「ダウンロード方法が分

からない」が多かった。特に iOS版は、FileMaker Goで開く時に手動で作業しなければならな

いが、その手順が数種類あるため、難しく感じられて断念した学生の存在が判明した。さらに

オンラインサイト（例えば「フラ活」）の方が見やすいしデザイン性に優れているという意見

もあった5。最後に、Android ユーザーからは「対応アプリがない」ことが挙げられていたが、

それらの意見は Androidスマートフォンで使用したかったという要望と受け止められるだろう。 

以上のことから、VCSをより有効に活用するためには、以下の点に留意することが重要と考

える。①操作マニュアル、ダウンロード方法といった説明書の改善、②授業に合わせたカスタ

マイズ、③授業との連動、④アプリの存在やオフラインで使用可能といった VCS に関する情

報の広報、⑤レイアウトの改善（特に iOS 版）。動詞の活用は、コミュニケーションの核の一

つとなる重要な要素であると考えている。授業内外での学習を通して、動詞活用の確実な定着

を目指すための一つの手段として、VCSを教師と学習者の両者がより効果的に使用できる環境

を整えていきたい。 

 

3．「単語例文学習アプリ」（WES） 

WES は、１つの画面上にフランス語の単語や例文、その日本語訳を表示して学習できるア

プリである。「単語例文学習アプリ」と「単語学習アプリ」の 2 種類の使い方が可能である。

                                                 
3 小テストは、動詞を主語に合わせて活用させる（さらに日本語に合わせて法・時制も考えさ

せる）筆記テストである。 
4 クラスによっては、動詞数が多すぎて使いにくかったという意見があった。今回取り上げた

クラス以外では自習用にアプリを配布し、授業では直接使用しなかったため、検索方法が分

かりづらく、探している動詞にたどり着かなかったものと推測される。 
5 他のクラスでは、教科書や辞書といった紙媒体での勉強の方が合っているためにアプリを使

用しなかったという意見もあった。 
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前述の VCSと同じく、iOS用、Windows用ランタイム版、MacOS用ランタイム版の 3 種類が

あり、それぞれ WESをダウンロードして使用する。ただし iOS端末で使用するためには、あ

らかじめ FileMaker Goをダウンロードしておく必要がある。 

WESのデータは、VCSと同じく Excelファイルで管理するので、授業担当者はまずアプリの

ランタイム版をダウンロードし、そこにデータを取り込んでから学習者に配布するという手順

となる。アプリのダウンロード方法やデータ管理の手順については VCS同様、「フランス語無

料学習アプリのページ」（https://teamfire-french.jimdofree.com）を参照されたい。WESおよび入

力用サンプルをダウンロードすることも可能である。 

WES は、学習者の自習用として、あるいは授業支援のツールとして、学習者やクラスの実

情に合わせた多様な使い方が可能である。前述のように、このアプリは「単語例文学習」と「単

語学習」の 2種類の使い方を設定できる（下図を参照）。 

 

  
【単語例文学習アプリ】 【単語学習アプリ】 

 

「単語例文学習」の場合は、あらかじめデータ入力した「単語／単語の和訳／例文／例文の

和訳」が表示される（あるいはされない）ようにすることができ、学習者は画面をタップして

表示を消したりつけたりすることで、学習を進めていけるようになっている。「単語学習」の

場合は、「単語／単語の和訳」のみの表示となる。これらは基本的な使い方であるが、学習者

やクラスの実情に合わせて、各項目をヒントや文法説明などに変更することも可能である。 

我々のグループでは、2018年度前期を中心に、おのおの教科書に掲載されている単語や例文

を元にして単語例文学習アプリのデータを作成、担当クラスの学生に配布して自習用として使

用してもらった（対象者：非専攻１年次のべ 99 名）。その後、学期末にアプリの使用の有無、

その理由や使用感、さらに改善点について、各クラスでアンケートを実施した。 

結果、回答者のべ 89名のうち「アプリを使った」と回答した学生は 31名、「使わなかった」

と回答した学生は 58 名となった。アプリ使用学生に対する使用理由や使用感についての問い

には、使いやすさやシンプルさ、気軽に使用できる点、あるいは表示項目が選択できる点など、

アプリの利便性に関して肯定的な回答が多かった。またテスト範囲の例文が使われている点な

ど、クラスに応じて内容をカスタマイズできる点も評価が高かった。 

一方、アプリを不使用の学生の回答には、操作方法のわかりにくさやアプリ配布先のポータ
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ルサイトへのアクセスの手間が挙げられた。iOSのスマートフォンではアプリを入手するのに

複数の手順を踏まなければならず、その点が煩雑で難しく感じられたものと思われる。そして

Android ユーザーからは自分のスマートフォンで使えない点が挙げられ、一定数存在する

Android ユーザーには不便であることが改めて浮き彫りになった。その一方で、スマートフォ

ンを使う学習が好きではない、従来の教科書のみの学習で十分という学生もいるため、彼らを

惹きつけるようなアプリの在り方を考える重要性を感じた。改善点についての問いには、デザ

インやレイアウトの工夫、学校のテストや仏検など各種試験により対応した内容、音声機能や

自分で入力できる機能、ゲーム的要素が欲しいといった意見があった。 

以上のことから、今後このアプリをよりよく使ってもらうためには、操作方法の説明の充実

（マニュアルを学生に配布）やアプリの内容の充足、適切なデータ分量、アプリ配布時期の工

夫、各種試験への対応など、さらなる改善と工夫が必要不可欠であると思われる。また、学生

に対してなおいっそうの周知活動やアプリの有効性のアピールを続けていく必要もあるだろ

う。一方で、Quizletなど他のオンライン教材との差別化についても、さらに検討を重ねていき

たい。まだまだ発展途上ではあるが、多くの学生が本アプリを使って効果的な学習ができるよ

うに、そして彼らにとってより魅力的なアプリとなるように、今後とも努力していきたい。 

 

4．まとめ 

以上の内容は 2018年度の実践事例である。VCSに関しては、受講生から寄せられた中に「ア

クセント記号を付けなくても検索できると便利」という意見があった。また iOSでは検索窓に

入力する先頭の文字が大文字になってしまうという問題点があり、これを一旦小文字に戻して

から入力するのは単純なこととはいえ一手間かかる。さらに 2019年 3月 25日に開催された「関

西フランス語教育研究会」において口頭発表した際、来聴者から「抽出したものをランダムに

並べ換えることができたら良い」という改良提案があった。 

これら 3つの点を受け、さらに画面レイアウトや機能面でも若干手を加えた改良版をすでに

開発し公開している。2018年度と 2019年度以降では同じ受講生が 3 名の実践者の授業を履修

する可能性は極めて低いため、どちらが使いやすいかなどといった比較実験はできないと思わ

れるが、今後の授業実践においても VCS を継続的に利用し、さらに寄せられたコメント等か

ら新たな改良のヒントをあぶり出すことで、一層使いやすいアプリの開発につなげていきたい。 

一方、WES に関してはツール開発上、小規模な改変では済まないレベルのものや、別のア

プリで対応した方が適切な印象のあるものを除けば、具体的な意見は寄せられていないようで

ある。しかし今後の実践利用の中で新たな改良提案等が出てくる可能性もある。引き続き受講

者にアンケート等の手段で感想を集めながら可能な範囲で改良していきたい。 

本来ならもっと最初のあたりで述べるべきことであったが、2019年 4 月現在、VCSも WES

も依然として iOS環境にしか対応していない点は非常に残念である。本研究の開発は第 4著者

の神谷が一手に引き受けており、Android 環境で使えるようにする変換ツールも既に入手して

いるが、変換ツール自体が依然ベータ版となっており、全ての Android環境で完全な動作が保

証されるとは限らない状況が続いている。また、変換ツール自体も決して使いやすいものでは

ない。さらに毎年 5〜6月頃にはこのアプリ開発に利用している FileMaker（有料）と、アプリ

実行に利用している FileMaker Go（無料）の最新版がここ数年、定期的に発表されている。こ

れらの動向にも目を見張っていないといけない。
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Thème 1 
 

社会文化的項目を取り入れた授業デザイン 

－「フランス語の学習指針」を活用して－ 
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YAMADA Hitoshi  MATSUKAWA Yuya  
アシェットジャポン 南山大学 

jinyamada@hachette-japon.jp yumat@nanzan-u.ac.jp 
 
 
 
1. はじめに 

「フランス語の学習指針」策定研究会は日本フランス語教育学会会員有志の集まりであり、

2016年度より年に 5～6 回程度研究会を開き、現在の中等・高等教育におけるフランス語教育

の課題について検討してきた。2017年度には文部科学省「外国語教育強化地域拠点事業（英語

以外の外国語）」の助成を受け、中等教育のフランス語教育における教育目標を明示した学習

指標の策定に取り組み、暫定版として「フランス語の学習指針」（ver.0.1）を刊行した。「フ

ランス語の学習指針」（以下、「指針」）は、市民性教育の一環として外国語教育を位置付け、

他者と積極的にかかわり、異文化に開かれた態度を育成するための具体的な学習目標とコミュ

ニケーション能力指標を明記した指標である。 

2018年度には、文部科学省委託「グローバル化に対応した外国語教育推進事業」の助成を受

け、4 つの高等学校での研究授業などを通して、暫定版の改訂を進め、「指針」（ver.1.0）を

策定した。本年度は、特にフランス語運用能力に留まらず、学習者の異文化理解力をも促進す

るような授業をいかにデザインするかを検討してきた。従来、社会文化的な内容は教師による

経験談や解説などを通して、知識として提供される傾向にあるが、「指針」では、社会文化的

な相違点などを学習者自身が気づき、発見できるような学習活動を取り入れた授業を展開する

という視点に立ち、現場の教師が教室活動をデザインするのを手助けするような指標を作成し

た。本アトリエでは、「指針」で提案している社会文化項目を取り入れた授業デザインの仕方

を紹介し、参加者とともに実際に学習活動をデザインするグループワークを実施した。 
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2. 「フランス語の学習指針」の特徴 

「指針」の特徴を簡単に触れながら、アトリエで主に取り扱った社会文化項目について具体

的に紹介する。 

①CEFRとの対応を考慮しつつ、日本人学習者の総合的コミュニケーション能力を養成するこ

とを目指し、具体的な「できる（can-do）」を盛り込んだ能力記述文を提示する。 

②16のテーマ（4つの基幹テーマ＋12テーマ）を設定し、テーマ別に能力記述文を提示する（図

1参照）。 

③テーマ別に、3モードのコミュニケーション活動（「やりとり（interaction）」「受容的活動

（réception）」「産出的活動（production）」）を設定し、能力記述文を提示する。特に「や

りとり」を中心に据える（図1参照）。 

④日本の中等教育の学習者を対象とするため、レベルはCEFRのA1〜A2を想定している。 

⑤テーマに応じて、言語項目として「表現」、「文法」、「語彙」を提示している。「表現」

では、各テーマで頻繁に使用される基本文や対話文を例示し、そこで使用されている「文法」

と「語彙」を提示してある。 

⑥テーマに沿って、日本とフランス（フランス語圏）の文化的差異への気づきや発見を促すよ

うな要素として「社会文化項目」を提案し、具体的な学習活動案を紹介してある（図2参照）。 

16のテーマの中からテーマ6「食」のコミュニケーション能力指標を例として下記に紹介する。 

 

 
図1.「フランス語の学習指針」テーマ6「食」のコミュニケーション能力指標 

 

教師は、学習者のニーズを検討し、図1に示した能力記述文に基づいて学習目標を設定する。

そして、言語項目から関連のある表現例、文法項目、語彙を参照し、学習活動をデザインでき

るようになっている。 

さらに、「指針」（ver.1.0）では暫定版「指針」（ver.0.1）では不十分であった社会文化項

目の大幅な拡充を図った。テーマ6「食」の社会文化項目を下記に示す（図2）。 
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図2.「フランス語の学習指針」テーマ6「食」の社会文化項目 

  

「フランス語の学習指針」では、日仏間の社会文化的な相違点などを学習者自身が気づき、

発見できるような学習活動を取り入れた授業を展開するという視点に立ち、現場の教師が教室

活動をデザインするのを手助けするように、図 2で示したような［社会文化項目］を提案して

いる。また、教師がイメージしやすいように、具体的な学習活動案を紹介している。上記の学

習活動例では、「昼食」をテーマとし、中学生の「昼食」のとり方の相違についてビデオを見

たり、コミュニケーション活動を通して、意識してもらうようにデザインしてある。 
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3. 社会文化項目を盛り込んだ活動案作成ワーク 

アトリエでは、グループに分かれ、「フランス語の学習指針」を参照しながら、社会文化項

目を取り入れた学習活動を作成してもらった。以下の 4 つの興味深い学習活動が提案された。 

グループA  テーマ1「自分と身近な人々」 

社会文化項目：「名前」（フランスではどのような名前があるか。） 

• 導入：知っているフランス人の名前をあげてもらう。 

• 文法：Comment vous appelez-vous ?などの表現を学ぶ。 

• 発見・比較：サッカーフランス代表選手の名前、名前ランキングを比較する。 

 ※様々な地域出身であることに気づいてもらう。 

• 省察：意見交換し、伝統的な名前だけでなく、様々な国や地域を由来とする名前があるこ

とに気づいてもらう。 

• コミュニケーション活動：フランス人の名前、日本人の名前について発表してもらう。 

 

グループB テーマ3「日常生活」 

社会文化項目「洗濯」 

• 導入：フランスでの洗濯の動画を見せる。 

• 語彙・文法：洗濯に関する単語、頻度・時間・天候の表現を学ぶ。 

• 発見・比較：洗濯の頻度や仕方について比較する。 

※フランスの気候について（特に湿度）、水質の違い、洗濯の頻度、洗剤などの違いに気

づいてもらう。 

• 省察：意見交換し、乾燥していることや、水質対策について考えてもらう。 

• コミュニケーション活動：洗濯の仕方の違いについて表現する。 

 

グループC テーマ2「交流・つきあい」 

• 社会文化項目「お誕生日会」 

• 導入：お誕生日会をしたことがあるか、どんなプレゼントをもらったか考えさせる。 

• 語彙・文法：プレゼントとなるものの名前（文具、花、食べ物など）、感情の表現などを

学ぶ。 

• 発見・比較：高校生のもらってうれしいプレゼントランキングなど資料を使って誕生日会

で日仏の比較。 

※お誕生日会で友達を家に呼ぶか、何をあげるか、包装の仕方、金額の違い、お礼やお返

しの表現など 

• コミュニケーション活動：プレゼントのマナーなどについて話す。誕生日の歌などを歌う。 

 

グループD テーマ4「趣味・嗜好」 

社会文化項目「映画」 

• 導入：映画に行く頻度、値段について考えてもらう。 

• 語彙・文法：頻度（en général, souvent,...）、 映画が好きか、嫌いかなど表現を学ぶ。 

• 発見・比較：映画に行く頻度の統計、映画館のパンフレットなどを資料として、比較する。 

• コミュニケーション活動：映画に行く設定でロールプレーを演じてもらう。 
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4. おわりに 

本アトリエでは、「指針」で示されている内容を実際の授業でどのように取り入れられるの

か、活用方法を説明しながら、主に社会文化項目について紹介した。そして、それらを参照し

ながら、異文化理解を促すような学習活動の作成をグループワークで行った。このグループワ

ークを通して、「指針」の考える授業デザインが現場ですぐに活用していただけることが確認

できただけでなく、興味深いアイデアや意見をいただけたことに対し、参加者の方々にあらた

めて厚くお礼を申し上げる。 
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Thème 1 
 

私の視聴覚道具箱 

Ma boîte à outils audiovisuels 
 
 

伊川 徹 

IKAWA Toru 
Université d’Ashiya 

j-tikawa@s5.spaaqs.ne.jp 
 

 

 

筆者のフランス語は les francophonesほど達者ではないが、教壇に立って 43年、それ以前も

含めると半世紀も携わった結果、大概のフランス人に抑揚がそれらしいと評価される。それで

も「本物」ではなく、初修外国語に接する学生諸君には「本物」を提示する必要がある。 

 

筆者の教材として、主に BS放送の海外ルポルタージュ番組を大量に DVD 収録してあり（そ

れが「私の視聴覚道具箱」だが）、その中から、その日の教室で必要な場面を適宜抽出して、

学生諸君に本当のフランス語がどのように聞こえるのかを確認させる。その結果、学生諸君は

筆者やテクスト付属の DVD の出演者や CD の吹込み者が発音した通りに発話されるのだと納

得する。この「納得させる」ことが言語学習の第一歩であり、そのために最も説得力を持つの

が les documents authentiques、つまり「本物」のフランス人の仕草を含めた立ち姿、表情、発話

を収録した DVD である。他言語習得に際しては、どういう状況でそのように発話されるのか

を当該国の人びとの日常生活を通して学ぶ必要がある。また、言語は唇だけで相手に伝わるの

ではなく、全身の表情を伴わなければ、発話者の真意を相手に伝達することはできない。テク

ストの本文ならまだしも、新出単語のみを闇雲に発音だ！発音だ！と繰り返す教員が学生諸君

にそっぽを向かれるのはそのためである。文化的背景を無視した言語教育など成立する訳もな

く、「私の視聴覚道具箱」はこれにも威力を発揮する。 

 

＊ 

 

2012～2013年に BS日テレが制作した『パリで逢いましょう/ Rendez-vous à Paris』（語り手：

中谷美紀）は、例えば「1区 Les Halles界隈」を取材した Bar, Brasserie, Café《LE BÉARN》( 2, 

place Sainte Opportune 75001 Paris) 編のように、撮影場所を縦軸に、そこへやって来る人、そこ

から出かける人を横軸にして、17世紀の三単一の法則 la règle des trois unitésの如く、早朝から

深夜にかけてストーリーが完結する筋立ての番組だ。フランス人たちの会話がそのまま撮影・

編集され、日本語字幕が画面下に現れる極当たり前の海外取材番組である。したがって、授業

担当者が必要な対話場面をそのまま教室で再生すれば、充分に利用価値がある。 
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この種の番組として先行していた NHK 衛星放送の『世界ふれあい街歩き』は、例えば 2018

年制作の《Lille＞Mont des Cats》編の如く、大都市や中小都市に限らず、カメラが臨場感溢れ

る歩行者目線で有名な大通りを進み、それを懐かしむ視聴者の期待を必ず裏切って、突然左右

いずれかの横丁に入り込むというスタイルのルポルタージュである。現地を知る者も知らざる

者も「ヘーエ！こんなところがあるんだ！」と驚き、「今度出かけたら是非あの横丁に入って

みよう！」と期待させる演出が受けたのか、現在まで続く長寿番組となった。これを真似て民

放の類似番組が右へ倣への制作スタイルを採用しているのだが、取材 VIDEO を手間暇かけて

（現地スタッフが現地語で発話した箇所を秒単位で同じ長さの日本語に置き換え、撮影時の現

地の騒音を背景に挿入して）編集し、カメラ（視聴者）側が吹き替えられた日本語で発話し、

インタヴュー相手が現地語で答えるという奇妙な会話が随所に展開される。こちら側の発話し

た現地語が解らぬばかりか、相手側の現地語の発話には日本語字幕が現れる訳で、それなら最

近の殆どの海外取材番組の如く、双方共に日本語に吹き替えた方が自然なのかも知れない。と

は言え、それでは現地の風景を楽しむのみとて、折角の臨場感が半減するばかりか、教室での

les documents authentiquesとしての利用価値がない。 

 

同類番組は世界中に取材する訳で、当然ながらフランス本国や D.O.M./T.O.M.編或いはベル

ギーなどの les pays francophones編は本数が限られており、前以て丹念に番組表を検索し、録画

予約をしておかねばならない。しかし、海外取材はインタヴューするタレント同行の場合は勿

論、カメラマンと録音係のみを派遣し、現地お雇い通訳を加えて３名に限っても、国内取材番

組に比べて経費が嵩み、民放の場合、おいそれとスポンサーが就いてくれない。加えて、最近

はフランスのみならず、ヨーロッパ各地でイスラム系過激集団による爆破テロや銃撃が多発し、

取材チームの安全確保が難しい状況にあり、昨今では目を皿の如くして番組表を探索しても、

フランスはおろか、海外取材番組そのものが殆ど見当たらない。偶然にも「フランス」の 4文

字を発見、喜々として録画予約しようと再度見直すと、既に収録済みの番組の再放送であった

り、国内のフランス料理取材番組であったりということが多くなってきた。さりとて、古い収

録の映像を教室で再生して、画面に現れた Parisの朝市の商品値札が francというのも、le Pont 

des Artsの欄干の金網に南京錠が１つも付いていないというのも興醒めである。 

 

＊ 

 

さて、《LE BÉARN》（Pauを首府とする Pyrénées-Atlantiques県の地方名が屋号）に話を戻そ

う。店主が交代しつつも 70年の老舗 caféで、rue des Halles沿いの小さな三角広場 place Sainte 

Opportuneに面した角屋の 1階に店を構え、現在は 50歳絡みの Madame Fanfanと彼女の二度目

の夫 Monsieur Dédéに経営が移っている。 

 

朝、白の T シャツにブルー・ジーン、黒のジャキット姿、黒髪の茶目で、恐らくイタリア系

の古株 serveuse, Christelleが（Leicaで撮った来客たちの額入り写真で comptoirの背後の天井ま

で届く鏡面は埋め尽くされている店内へ）出勤して来る。小太りで金髪の青目、白のＴシャツ

にブルー・ジーン姿の Dédéに、 

Christelle : Coucou, Dédé ! 

     Dédé : Bonjour, Christelle. 

 Christelle : Oui, Dédé. Ça va ?（bisouを交わしつつ） 
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     Dédé : Impeccable. 

 Christelle : Ça a été ce matin ?（comptoir内で準備をしつつ） 

     Dédé : Incontestable. 

これは画像の援用があるとしても、1 年生には難しいかも知れない。しかし、このように郭公

（ここでは、遠間から「お～い！」程度の interjection）が出て来ても、鸚鵡返しがないことに

気づかせる必要がある。意見を求められぬ限り、「本物」のフランス人の会話には殆ど Oui / Non

は発話されないし、相手のセリフが繰り返されることもない。ここでの Oui も Bonjourの反復

を避けるためであり、同じように Oui, ça va.を回避して「完璧だよ」と答え、今朝の客の入り

や仕込みは？に対して「バッチリさ」と返事をしている。まともに答えず、はぐらかすのがフ

ランス流だ。続いて、小太りで赤毛に青目、紺のギンガム・チェックのミニ・ワンピース姿で、

大きな眼鏡を掛けた Fanfanと Christelleの会話、 

Fanfan : Bonjour, ma chérie !（bisouを交わしつつ） 

Christelle : Oui. 

Fanfan : Ça va ? 

Christelle : C’est vrai.  

これにも鸚鵡返しはない。場面が切り替わり、Fanfanが comptoirの下から地下へ続く階段を上

って来て、 

  Fanfan : On travaille ensemble depuis ? 

Christelle : Depuis que j’ai ...20 ans. 20 ans... C’est ça ? 20 ans ? 

Fanfan : 20 ans ! 

Christelle : C’est la baronne. La baronne de la place Sainte Opportune.（指をぐるりと回しつつ） 

Fanfan : Ih!Ih!Ih!...C’est comme ma fille. Et puis, si quelquefois, ben, on est émotionnées, ben... 

Christelle : Ensuite ? 

Fanfan : Ensuite, quelques minutes après, bon, on dit de s’embrasser, ben, et puis, c’est fini. 

Christelle : Après l’échange, moi, j’ai réfléchi, et puis je l’ai appelée pour m’excuser...j’ai fait une 

erreur. Je le reconnais... 

Fanfan : C’est pas grave. 

この遣り取りも、Fanfanの《20 ans !》には「（あの頃は）20歳だって！」という含みを持たせ

ているし、la baronneは男爵夫人ではなく、地域の顔役として用いられており、Christelleの発

話に Passé composé du mode indicatifや Pronom personnelがそれに先行するなど未修得の文法事

項があって、1年生には少々補足が必要だ。Il est~, Elle est~と言いたいところだが、相手を C’est~

と表現する「本物」のフランス語表現や「電話を掛ける」は téléphoner à ~qqn~ばかりでなく、

appeler ~qqn~もあることが解る。ともあれ、文字に起こせば、会話のほぼ全体が Présent du mode 

indicatifで成り立っていることも学生諸君に指摘できるであろう。 

 

別の日の朝、製鞄店《la contrie》(15, rue du Louvre 75001 Paris)の茶短髪で青目の経営者 Édvina

がブルー・ラメのブルゾンにショッキング・ピンクのパンツ姿で来店し、黒装束の Christelle

が無表情に対応する。来客にさえフランス人は意味なく微笑むのを嫌うのだ。 

Édvina : Bonjour ! 

Christelle : Bonjour.（comptoir内でナイフ片手にジャガイモを短冊に切りつつ） 

Édvina : Je peux poser... hop ! Je veux prendre un petit café.（足許に鞄を置きつつ） 

Christelle : Oui. 



Rencontres Pédagogiques du Kansaï 2019                                       

35 
 

Édvina : Je peux l’avoir allongé ? 

Christelle : D’accord. Vous allez prendre en bas ou au café ? 

Édvina : Euh...en bas, très bien. 

Christelle : Hop !（ソーサーにカップを乗せつつ） 

Édvina : Merci. Ça va me réveiller！ 

Christelle : Uh!Uh!Uh!... 

「ここ」が ici ではなく en basと、「店内」が au caféと、コーヒーを薄めるのは allongerと表現

されるのは興味深いかも知れない。このように立ち飲みすれば 2 €前後、店内で着席すれば 4 €

前後、à la terrasseだと 6 €前後に跳ね上がること、安価とは言え、au comptoirは店の常連客専

用だということも文化的背景として学生諸君に解説した方が良いだろう。Futur proche du mode 

indicatif が登場するので、1 年生には補足説明する必要が生じる。Édvinaの「これで目が覚め

るわ！」に薄めたコーヒーを手にして何言うの！と Christelle が笑っている。そして、ややあ

って、 

Édvina：Je m’en vais. 

Christelle : Eh bien, bonne journée. À bientôt ! 

Édvina : À bientôt ! Eh ben, je viendrai prendre votre andouillette frites maison. Au revoir ! 

Christelle : C’est en marche. Bonne journée. Au revoir. 

Édvina : Au revoir. 

こういう風に別れの挨拶を交わすときは、流石にフランス人もやや相好を崩すのだ。Édvinaは

店を出て、rue des Hallesから rue Saint-Honoréを経て rue du Louvreの店に戻るが、彼女の地域

紹介を追ってカメラは我々の目線で周辺の街路を巡る。《LE BÉARN》の定番人気料理は un 

bifteck (une bavette) frites（当時 11 €だから、肉とポテトとお得感満載！）だが、教室では une 

escalope de veau, un rôti de porcなど caféのフランス料理の定番にも触れておこう。 

 

この後、《LE BÉARN》には、隣の殺鼠剤・殺虫剤店（のショー・ウインドウには首を鼠捕

り器に挟まれた鼠の剥製が横 1列 2段にズラリと絞首刑状態にぶら下るという少々悍ましいが、

劇映画にも登場して有名な）《DESTRUCTION DES ANIMAUX NUISIBLES》(8, place Sainte 

Opportune 75001)の店主 Jean-Claudeが登場、長野県松本市出身の少々飛んでる美術家 Etutuが

仲間と une bavette fritesの昼食を楽しんだ後、日本人としてはかなり「本物」に近いフランス

語で芸術家たちの不法占拠が奏功した《59 RIVOLI》(59, rue Rivoli 75001)の自作絵画を紹介、

映画プロデューサーのMartinと室内装飾家のSébastienのカップルが le Pont Neufや le Square du 

Vert Gallant を案内、更に彼らの自主改装のアパルトマンと前者がプロデュースした Les 

Lyonnais『そして友よ静かに死ね』（邦題）を予告編で、後者が内装を手掛けた《Hôtel Crayon》

(25, rue du Bouloi 75001)を自ら紹介、Christelle撮影の写真に写っている黒人系の酔漢で Fanfan

が Densel Washingtonと呼んでいる Raffaelloが来店、常連の近所の医師 Yves が工事中の Les 

Halles を案内、CG で現場がやがて黄色の巨大な波型大屋根で覆われる様子が紹介される。最

後にカリブ海のバルバドスの歌手 Rose-Mary Philipsと北アフリカ系の音楽マネジャーChristien

が《LE BÉARN》を訪れ、彼女が店先で I love Parisをアカペラの Englishで歌い、場所を《59 

RIVOLI》の 1階ホールに移して、Quien Seraを再度 Englishで歌い、BGM が被りながら、夜の

帳の降りた《LE BÉARN》では、街路の椅子とテーブルが片づけられ、狭い店内で Fanfanと

Dédéと常連客が踊っている場面で番組は終わる。 
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冒頭に挙げた 3具体例のみならず、上述の対話でも、揃えた如く Présent du mode indicatif主

体の遣り取りであり、いずれの応答も Oui / Nonに替えて、Ça arrive, Certainement, D’accord, 

Évidemment, Justement, Voilà... / Au contraire, C’est incroyable, C’est pas admissible, C’est pas vrai, 

Exceptionnellement, Pas possible...と発話されているのだが、本朝のテクスト制作は未だに

Englishをお手本としていないだろうか？当の English conversationでさえも、Yes / Noで返答さ

れることは稀なのだが… 

 

＊ 

 

《RENCONTRES 28》の拙稿『私の教育観・学習観そして今』にも記した通り、2014年当時、

弊学には l’université de Franche-Comté出身のフランス人院生（現在は某国立大学の専任）が在

学していたので、enseignant assistantを依頼して大いに教室を盛り上げて貰ったが、弊学同様に

本朝の大学の殆どがフランス語フランス文学専攻科を設置していないし、昨今は数少ない歴史

的存在であった専攻科が消滅するというご時世でもある。したがって、身近に外国人留学生が

存在せず、学生諸君に「本物」のフランス語を聞かせる機会も極端に少なくなってしまった。

その一方では、新規採用される数少ない教員の殆どに長期間の留学体験があり、「本物」のフ

ランス語が話せる人びとも増えたように思える。大いに辣腕を奮って下さるよう期待して止ま

ないが、そういう環境にない場合、拙稿に示した「私の視聴覚道具箱」のような番組映像を援

用する授業展開も是非参考にされたい。 
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Thème 1 
 

フランス語の授業を活性化するための「小道具」たち 
 

 

平嶋 里珂 

HIRASHIMA Rika  
関西大学 

rika3@kansai-u.ac.jp 
 

 

 

1. はじめに 

教科書以外で教師が外国語の授業活動に使うものというと、一般的に視聴覚教材（パワーポ

イント、イラスト、インターネット、TV の録画や YouTube）やゲームに使うカード、サイコ

ロ、さらには授業の要点やグループワークのタスクを記載したプリント等の副教材を思い浮か

べるだろう。視聴覚教材は日本語を介さず語彙や表現の意味を理解させる手段として知られて

いるが、それ以外にも語彙や表現を記憶に残りやすくする効果もある。ネット等の動画を活用

すればフランス語圏の文化情報を授業に取り込むことが容易になり、カードやサイコロ等のい

わゆる玩具は、機械的になりがちな文法練習にゲーム感覚を持ち込むための強い味方になる。 

特別に副教材を準備しない場合でも、多くの教師はクラス内の状況を利用して自己紹介のモ

デル文を導入したり、ジェスチャーで好き嫌いを示してみたり、さらにはペンや教科書、その

他教室にあるものを指して名詞とその性数を説明したり、常になんらかの道具を用いて、学習

内容を効果的に導入し定着させようとしているはずである。 

外国語の授業に活用できるこのようなアイデアは『授業を活性化するための 70 のレシピ』

（2017年、初習言語教授法研究会、弘学社）に数多く紹介されている。筆者が 2018年のラン

コントル年次会で行った共同アトリエ「フランス語文法、ためしてガッテン！」でも、参加者

から文法活動を楽しく意味のあるものにする様々な実践例が紹介された。これらの実践例はア

イデアレシピとして「授業運営」「文法説明」「練習・アクティヴィティ」の 3種類にまとめて

参加者間で共有されている。 

このような授業改善案の長所は、大部分が日本の一般的な外国語の授業環境（ex.週 1～2回、

1 年～2 年の学習期間）を想定した実践例であり、使う側の教師が特別な研修等を受けなくて

も授業で活用することができ、授業環境に応じてアレンジが可能な点であろう。 

この論考では、筆者が数年来フランス語の授業活動の目標として掲げている 

・教師による一方的な説明重視の授業ではなく学生が自主性を持って授業に参加する 

・テンポよく授業活動を行い、「フランス語を使う」ことに最大限の時間を割り当てる 

・授業の準備、授業中の作業については、誰もが取り組める具体的なタスクを提示する 

・学習者が学んだ内容を効率的に整理して、学習に活用できるようにする 

以上 4点を実現するために有効と思われる副教材やその活用例及び授業運営方法を、フランス

語の授業を活性化するための「小道具」として紹介する。 
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2. 通常の授業活動で活躍する小道具たち 

2.1. ネット上の教科書の音源 

最近の教科書は出版社のサイトに音源を載せているもの、サイトから音源をダウンロードで

きるものが増えてきた。これらの音源はスマーフォンで手軽に聴くことができ、ダウンロード

可能なものもあり、通学時間や休み時間などの隙間時間をフランス語学習に活用することを可

能にしてくれる。その手軽さ故に、学習者はフランス語を聞く回数が増え、リズムやイントネ

ーションを自然に身に着けやすい環境が整う。利用者のリズムに合わせて何度でも繰り返し聴

くことができるので、予習、復習のためだけでなく、グループ練習においても、単語や表現の

発音やイントネーションを確認することで、口頭練習やアクティヴィティに臨む補助具として

役立っているようである。 

出版社のサイトに音源がない場合は、教材の音源を授業連絡用の学校のインフォメーション

にアップロードして、学習者が各自スマートフォンに取り込んでおくなどの手順を踏んでおけ

ば、音源を手軽に学習活動に利用することは可能である。 

 

2.2. 文法と語彙の要点を整理するプリント 

フランス語の運用能力養成を念頭においた授業運営を行う場合、しばしば教師は文法・語彙

等の知識の習得と運用能力の育成のバランスに苦慮することになる。最大限の時間を運用練習

に費やしたい一方で、コミュニケーション練習に偏りすぎると文法項目は細切れに提示される。

そうすると、学習者は自然な文脈で文法要素を折り込んだやり取りをすることはできるように

なるが、学んだ知識を整理して応用するには至らない。逆に文法説明に注力すると、学習者は

文の構成や個々の文法要素の形態変化の仕組みに関してはよく理解できるようになるが、教師

による一方的な文法解説はややもすると単調になり、学習者の集中力も落ちてくる。 

このジレンマを解消するための手段として、筆者は各課の文法要素とコミュニケーションの

テーマに添った表現の構造などの要点をまとめる作業を学習活動に取り込んでいる。使用する

のは、動詞の意味と活用の仕方、発音上の注意、キーセンテンスになる表現の構造など、各課

の文法事項と重要表現の要点を５つほどの短い文章にまとめるプリントである。文章には複数

の空白箇所があり、学習者は教科書の文法説明を読み音源を活用してプリントの説明を完成さ

せる。 

これを行うためには、使う教科書にできるだけ詳細な日本語による文法説明が記載されてい

ることが条件になる。教科書に日本語の解説が十分載っていない場合は、教師が指定する参考

書を活用しながら要点をまとめるようにすれば実施可能だろう。また、複数課の文法のまとめ

プリントを作成するためには、学期が始まる前にある程度のプランニングが必要になるが、一

定の時間をかけて準備しておけば、以下に紹介するように異なった授業形態で活用可能である。 

  

2.2.1. 予習プリントとして使う場合 

最初に各課の文法事項と語彙を確認して練習に移る授業運営を行う場合、文法と語彙のまと

めは予習プリントとして用いると効果的である。学習者に「次の課の予習をしておくように」

と指示を出しても、明確な指示がなければ学習内容を十分に読み込んでこないことが多い。プ

リントの各設問を完成させる作業を予習にしておけば、学習者は問題を解く過程で教科書の文

法解説を読み、フランス語のつづりは音源を聴いて確認するという具体的かつ意識的な授業準

備をすることになる。 

予習問題は 1問ずつ学生に担当させ平常点の一部とすることも可能である。教科書を読んで
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音を聞けば必ず答えが出る問題なので、外国語が苦手な学習者でも確実に平常点を積み上げて

いくことができる。 

 

2.2.2. コミュニケーション重視の授業で文法と語彙のまとめプリントとして使う場合 

運用練習中心に授業活動を構成する場合、導入練習あるいは状況に即した会話練習の後、文

法要素と語彙の整理用にまとめプリントを使うことが可能である。授業の進行状況に応じてま

とめの作業はグループ作業または宿題として行う。 

このような授業形態をとる場合、運用練習中は視聴覚資料やジェスチャーまたは教室内の状

況を利用して大まかに発話の意味を伝える。学習者の多くは表現の細部、例えば J’aime le 

cinéma / J’aime la musiqueの leと laの使い分けなどに疑問を持つが、やり取り練習中は質問が

出ても「後で分かるので大まかに意味が分かったらやりとりに集中するように」と伝えておく。

ある程度学習者が表現を使えるようになったらプリントを配付し、グループでまとめの作業を

行う。学習者は教科書の文法説明を読み、音源で単語の発音を確認しつつ、必要に応じてグル

ープで話し合いを行い、練習に使った文法要素や表現の構造とそのポイントをまとめていく。

授業の進行状況によって時間が足りなければ宿題にし、次週、グループで確認して答え合わせ

を行う。 

予習に使う場合も、まとめに使う場合も、教師は答え合わせの後に文法や表現に関する補足

説明を加え、動詞活用形や語彙の発音を確認する。それでも、学習者自身が一定の知識を頭に

入れた上で教師の説明を聞くことができるので、理解が早くその分時間も短縮できる。教師主

導型の文法説明が陥りやすい単調さも回避することができる。予習プリントとして使った場合

は教師の文法説明は通常の 3分の 2から半分程度、まとめプリントとして使った場合は教師が

文法説明そのものについやす時間は通常の半分以下になり、いずれの場合も、教師主導の文法

活動の主たる時間を発音と綴りの関係のポイント解説と発音練習に割り当てることができる。 

  

2.3. 授業時に行う基本練習をまとめたワークシート 

筆者が担当する授業では、各課のまとめの練習とコミュニケーション練習以外にも、文法項

目ごとに運用練習の基礎になる簡単な練習（ex. aimerの活用に目的補語を加えて「～が好き」

という文を作る、家族を表す単語に所有形容詞をつける、動詞活用を否定形にする）を行う 1)。

これらの練習は原則として口頭で行うことにしているが、復習するためには練習後に答えを書

いておく方が望ましく、また、クラスの状態によっては最初に答えを書きそれを読み上げる順

序で練習を行なわざるを得ない場合もある。使用している教科書には練習の問題文は記載して

いるが紙面の都合上十分なスペースは設けられないので、答えを書き込むと見にくくなる。ノ

ートに答えを書く学習者も多いが、授業中に問や元の問題まで書く余裕はないので、ノートだ

けを見ると何の問題を解いたのか分かりにくい。 

そこで授業中に行う練習問題をプリントに転記し問題の答えが書けるワークシートを作成

している。答えを書く十分なスペースがあるので見やすく時間も短縮でき、プリントに答えを

書きこむだけで問題文と答えの両方が把握できるので、授業後の復習にも役立てやすい。文

法・語彙のプリントとワークシートを１つにまとめれば（B5サイズ×２＝B4サイズ）、余白に

授業メモを取ることもでき、授業の内容が整理しやすく学習者の教材管理も楽になる。 

 

2.4. プロジェクターによる教材提示 

筆者が担当する入門・初級のフランス語の授業では、板書は極力行わず教科書を PDF化して
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パソコンからプロジェクターで提示している。入門者を対象とした授業では、音とつづり字の

関係を説明するために、発音しないつづりやリエゾン・アンシェンヌマンなどが起こる部分の

つづり字を強調する必要が生じるが、プロジェクターを使えば、解説しながら重要ポイントに

ついてはファイルに色をつけて強調することができる。板書とプロジェクターによる提示を比

較すると、後者のやり方では授業全体で 10 分程度時間を短縮することが可能である。時間短

縮という利点だけでなく、教科書と同じ内容が目の前に示されるので、学習者は教師がどこを

説明しているのか分からなくなることがない。iPadを使って提示するのであれば説明している

部分やポイントを拡大して見せるのも効果的だろう。プロジェクターを常備しておけば、運用

練習を中心とする授業では導入練習を行うためのイラストや写真の提示用にも活用できる。教

科書のイラストを見ながら練習をすると学習者は下を向く傾向があるが、プロジェクターで教

材を提示すると前を見てモデル文のリピート練習ができるため、教師の口の形に注目させなが

ら発音練習をしやすいという利点もある。 

 

3. 授業に変化をつけるための運営方法 

3.1．担当する問題を学習者が選択する 

筆者が担当する文法説明＋練習型の授業では、通常の授業は「予習プリントの確認」「教師

の文法解説＋リピート練習等の一斉授業」＋「ペアまたはグループによる基本練習」で構成さ

れているが、宿題として出す「練習問題」については、学習者個人に担当する問題を選ばせる

ことがある。この方法は消極的な学習者が多いクラス、あるいは外国語の授業に対する意欲が

低い学習者が多いクラスで効果が期待できる（積極的なクラスは「練習問題をしてくるように」

だけで全員問題を解いて発表しようとするので用いる意味がない）。学期の最初に授業の評価

方法を伝える際に、練習問題については選んで担当した部分が担当者の平常点の一部となるこ

とを知らせておくとよい。やったことが確実にプラスの評価につながるので、静かなクラスで

も、ほとんどの学習者が積極的に問題を担当しようとする。担当する問題が限定されるので責

任をもって取り組もうとする意欲が高くなり 2)、教師に指名された学生が沈黙し続けクラス全

体が気まずい雰囲気になることもない。クラスの学習状況によっては 2人で 1問を担当し話し

合って答えを出してもらうのも効果的である。 

 

3.2．半端な時間を活用するためのミニタスク 

授業の最後 10分～15分の半端な時間ができた時の穴埋め的な授業活動として、なんらかの

具体的なタスクを出し「この練習が終わった人から授業を終えてよい」という運営の仕方を用

いることがある。タスクを終えた学習者は教師の前で発表し OK がでた順に授業を終えること

ができる。タスクは、モデル文を正しい発音で音読する、会話モデルをペアで演じる、短いや

りとりを作って演じる等、具体的な状況を想定して口頭でフランス語を使う練習であればよい。

モデルとなる音源があればいっそう望ましく、発表の時には明らかな発音の間違いが３つあっ

たら不合格になる等の指示を出しておくと、学習者は真剣に練習して発表しようとする。ペア

やグループで発表してもらうなどのバリエーションもつけられるが、15分程度の半端な時間を

使うため、最大で受講人数が 20名程度のクラスに限った方がよい。 

 

3.3. 学習者のリズムに応じた授業活動 

授業活動のかなりの部分を復習に割り当てられる時は、教材（復習用プリント）を配付し、

ヒントのみ指示して、3～4名のグループで課題に取り組ませ、課題が終わったら授業も終わる
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という方法を用いることもある。復習として行うため授業中に教師が説明を繰り返すことはせ

ず、学習者は自分達で教科書やプリントから答えを見つけ出してこなければならない。発表す

る時は書いた文や答えをきちんと読み上げられるよう、音源を活用してグループ内で十分に練

習してくるように言う。グループのメンバーの声がそろわない、あるいは発音が 3か所間違う

場合はやり直す等、指示は明確に出す。課題が終わったグループは教師の前で口頭発表し、合

格したグループは綴り字チェック用に課題プリントを 1部提出し、教師が綴り字を確認し終え

たらそのグループは授業終了となる。 

この進め方の最大の利点は、学習者各自のものごとの進め方やリズムをできる限り尊重しな

がら授業活動が進められることである。早くできれば帰れることでやる気に火がつく学習者は

総体的に多く、彼らはグループ内でも積極的に話し合い、素早く作業を進めていく。あせらず

仕上げたい学習者達はあえて競わず、グループの各自のリズムに配慮し、お互いに納得して確

実に仕上げたものを発表する傾向があるようである。教師はグループ毎に発音、文法の間違い

や表現の理解の仕方など、細かい問題点をチェックしながら必要なアドバイスを出すことがで

き、学生との距離も近く感じられる分、コミュニケーションも取りやすいように思われる。 

 

4．個々の学びをケアするための小道具 

比較的少人数のクラスであっても学びのプロセスは学習者によって異なる。個々の学習者の

授業に対する感想、疑問などを吸い上げフィードバックする道具として、筆者は 2011 年のラ

ンコントル年次会で石丸久美子氏が紹介したポートフォリオ 3)を使っている。A4 サイズの用紙

に授業 15 回分の枠を作り、出席した日の日付と学習した内容の覚書、感想等を記入して提出

させるもので、教師は毎回短いコメントを付けて翌週の授業開始時に返却する。石丸氏はこの

出欠表を使う有用性として、学習者自身による出席管理に役立つだけでなく、教師と学習者が

個別にコミュニケーションを図ることが、教師・学習者双方にとって授業運営や自分の学びを

客観視し改善していくための契機になりうる点をあげており 4)、筆者の担当する授業でも、同

様の教育効果が認められている。 

 

5.おわりに 

本稿で紹介した「小道具たち」は筆者が授業で用いてきた方法論の一部である。一つ一つが

目立ったアクティヴィティを構成するものではなく、授業活動を支えるいわば「名脇役」の働

きをしていると言えるだろう。時代に応じて外国語教育の主流となる方法論は数多く紹介され

ているが、このような実践的かつ柔軟に応用可能な方法論を蓄積し、いわゆる自分の「引き出

しを増やす」ことが、教師のスキルアップの根底にあるべきではないだろうかと考えている。 

 

注 

1）Le Ciel（平嶋里珂、2018、朝日出版社）の「練習しましょう！」の問題を参考にしている。

詳しくは同教科書の教授用資料の各課の構成を参照。 

2）RPK2018の「フランス語文法、ためしてガッテン！」の参加者からも同様の意見が出され

ている。 

3）石丸氏の発表では「今日のひとこと出欠表」という名称で紹介されている。 

4）石丸久美子「学生・教師間の相互コミュニケーション活性化への取り組み」、Rencontres 25、

62－66頁。
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Thème 1   
 

文法初学者のストレスの回避と 

学習習慣の深化のために 

Premier contact en douceur avec la grammaire française :  

comment apprendre à apprendre aux débutants japonais 
 

 

西川 葉澄 白石 嘉治 谷口 清彦 

NISHIKAWA Hasumi  SHIRAISHI Yoshiharu  TANIGUCHI Kiyohiko  
慶應義塾大学 上智大学 清泉女子大学 

nhasumi@sfc.keio.ac.jp srsyosh@yahoo.co.jp kt2gc@yahoo.co.jp 
 

 

 

1. はじめに 

初習言語の学習は、われわれが考えるよりも学習者に負荷のかかるものなのではないだろう

か。特に日本語話者にとって、フランス語には名詞に性があり、名詞の複数形にも対応する冠

詞があり、動詞は主語にふさわしい形で毎回動詞活用がされるなど、おそらくすでに学んでい

るであろう英語とも（似た部分が多くあるとはいえ）勝手が違う。フランス語文法を学び始め

る際に、次から次へと生じる違和感や戸惑いをどのように処理するかによって、フランス語学

習に対する印象は天と地ほどの差を生じさせるだろう。違和感を楽しみそれを容易に受け入れ

ることのできる者、勝手が違う不自由さに苛立ちを感じる者、その違和感ゆえに心理的に拒絶

反応を示す者など、その反応は様々であろうが、多くの学生はフランス語文法に初めてふれる

際に多かれ少なかれストレスを感じているのではないだろうか。 

 

2. ストレスの回避 

このような初学時のストレスを軽減するには、どのような学び方が有効なのだろうか。われ

われが初級フランス語文法の教科書『トラン・トラン』（朝日出版社、2018年）において試み

た構成は、このような問いが出発点となっている。子どもではない日本語話者が少しずつフラ

ンス語の文に馴染むことができ、言語的に遠い日本語とフランス語との距離をよりスムーズに

縮めることを可能にするには、どのような文法学習の方法がありうるかという問いである。 

そして昨今よく耳にすることとして、初習外国語の授業において、多くの教員が学生だった

頃に自明のものだった英語文法の知識を前提として文法解説をすることの難しさが言われて

いる。それはAO入試制度の普及等により、一般大学入試のための受験勉強を経験していない

学生の増加や、中等教育において英語の授業で文法用語を用いない授業スタイルが普及したた

めともいわれるが、文法概念そのものが欠如していると思われるケースもあるという。ベネッ

セ教育総合研究所による中高生の英語学習に関する実態調査によると、「英語学習のつまづき」
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という項目で、英語学習においてどのような項目が難しいかという問いに対して79.2%の高校

生が「文法」の難しさを挙げており、彼らにとって最も難しい項目が文法という結果となって

いる1。このように多くの学生は文法的なアプローチそのものにまずストレスを感じているらし

い。こうした問題意識の上に、われわれは『トラン・トラン』において以下の三点を中心的コ

ンセプトとして共有した。 

① シンプルな例文＋比較的詳しい説明と注釈 

② ゆるやかなインプット＋アウトプットの自動化 

③ 難易度の低い練習問題を多くやる 

まず①であるが、各課にシンプルな例文と比較的詳しい説明や注釈を配置することにより、

授業後の自習の動機づけを図った。言うまでもない事だが、語学学習は当然週2回程度の授業

内のみでカバーしきれるものではなく、新たな言語システムに慣れるためには習慣的な学習時

間の確保が必要となる。フランス語を専門として学ぶのではなく、第二外国語として学ぶ多く

の学生は他にもやるべきことが多くあって当然なのだが、その有限な時間の使い方を予習では

なく、むしろ授業で学習した内容の復習として充てて欲しいと考えている。授業でただ一回聞

いたことがそのまま定着するということはまず不可能であり、そのため「授業の復習をしやす

い教科書」というコンセプトをこのような形で実現しようとした。 

次に②のゆるやかなインプットとアウトプットに関しては、内容の難易度の飛躍をなるべく

回避することを試みた。すなわち、文法の教科書ではよく見られる、ある課から内容が急激に

難しくなるという現象をできる限り少なくすることにこだわった。文法シラバスでの分類によ

る学習項目の配置は、それぞれの項目を出てくる順番に理解することを前提としてより高度な

文法学習内容にシフトしていくことが多いが、それぞれの学習事項は事項ごとに学ばれ、各課

の構成のフォーマット化などによる紙面の制限などで、多くの場面で初級外国語の授業は突然

に難易度を上げることがしばしばみられることである。そのため、実際問題として学生が途中

で挫折してその外国語学習自体をやめてしまうという案件に対し、教科書にこうした飛躍が少

なければ学生が学習を放棄してしまう状況をより作り出しにくくなるのではないかという目

論見からである。また、アウトプットはインプットに比べると心理的にも負荷がかかるが、ア

ウトプットにおいて学生に要求する難易度をできるだけ低くし、インプットされた情報を微調

整する程度のアウトプットから練習問題を始めることで、インプットとアウトプットの断絶も

最小限になるように試みた。 

③は上記の2点と関連するが、やさしい問題を数多くこなす機会を与えることで、既習事項

の定着と学習の習慣化を同時にねらった。要求する難易度を低くし、しかも数多くの練習問題

に取り組ませることによってアウトプットの自動化や言語の構造に対する慣れ、親しみを増や

すということをねらいとした。そして、理解したことができるようになるということも素晴ら

しいが、何度もやったので慣れたという結果も歓迎したい。フランス語のような言語を習得す

る際に、日本語話者が初めて動詞活用をするという事実と直面した時の一般的な反応は、おそ

らく「これを全て覚えろというのか」というような驚きと多少の恐怖感がないまぜになったよ

うな感情ではないだろうか。そのため「習うより慣れる」といった側面はやはり重要視される

べきである。そのためこの教科書においては、通常よりも練習問題に多くの紙面が割かれてい

                                                 
1 『中高生の英語学習に関する実態調査 2014』「３ 英語学習に対する意識」

https://berd.benesse.jp/up_images/research/Teenagers_English_learning_Survey-2014_05.pdf （最終閲覧日

2019年 5月 10日） 
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る。そしてその練習問題の多くは、動詞の活用形を暗記して、それを自力で思い出して書くと

いう通常の練習問題をやる前に、提示された主語に合う適当な活用形を二択の中から選ぶとい

った形式での導入部を入れることで、動詞活用形の習得に対する取り組みやすさや心理的スト

レスの軽減をねらった。 

 
3. 文法項目の順序 

このように、初学者が新しい外国語に取り組む過程においてストレスをどれだけ回避できる

かを模索したが、同様に学習する文法項目の順序についても再検討を行った。日本語話者にと

ってより発想の飛躍が少なく、文法項目が効果的に定着されるような順序を模索する上でヒン

トとなったのは中級フランス語の参考書『フランス語で日記をつけよう』（長野、20142）に現

れるような考え方であった。長野はこの著作において学習者が箇条書きの短いメモから出発し

て、少しずつ使える表現を獲得し、文章の長さと質を拡充していくことで、文章による日記を

つけることができるようになることを示しているが、われわれも『トラン・トラン』において

この考え方を共有している。つまり、初めから文にこだわる必要はないという点である。新学

期の授業でなされるようなありきたりな自己紹介の表現を除けば、短くて単独でも使用が可能

な副詞的な表現や疑問詞といったものは、学生の間でより定着率が高いフランス語表現だとい

うことを経験的な知識として知っているが、本書ではそうした表現を最大限に活用している。

例えば副詞的な表現であればtoujoursやsouventなどの副詞、avec moiのような前置詞と人称代名

詞の強勢形の組み合わせも第1部から例文や練習問題において採用した。語や表現の選択は、

実際のコミュニケーションにおいてもすぐ単独で使えるものかどうかということを念頭にお

いて行った。 

また、発音と綴りの関係が独特なため、フランス語の発音に対する違和感や難しさを感じ流

学生が多いが、発音と綴りについて概要する0課では疑問詞quoiやquandのような語で発音の練

習をおこなう。なぜなら通常このような発音練習において使われる一般名詞は単独で使用する

ことができないが、疑問詞なら単独使用が可能だからである。そしてこれらの疑問詞は後の第

1部の例文や練習問題において比較的早い段階で使用されるため、後の伏線ともなっている。 

 

4. 協働作業について 

初級文法教科書『トラン・トラン』は「教科書をつくる」という目標ありきで出発したもの

ではなかったということを明記しておく必要があるだろう。語学の教科書の共同執筆には様々

なやり方があり、その中でも一つのコンセプトを共有する複数の共同執筆者が、タスクを分割

して作業にあたり、持ち寄られた仕事を全員で検討し、議論を経た編集作業を行うといった分

業体制が主流かと思われるが、われわれは以下のような異なる方法で共同作業を行った。 

まず、教科書の元となった教材は、白石がさまざまな大学において初級フランス語の授業の

経験を積み上げた中で生まれたコンセプトを元にして文法項目ごとに少しずつ用意したもの

であったが、谷口が学生の言語の現実に即した悩みとして同様の問題意識を共有していたこと

により、彼が2017年まで勤務した私立短大の週2回のフランス語初級授業において白石の作成

した教材をパイロット版として運用したことに端を発する。練習問題を含むさまざまな課のパ

イロット版が、実際の授業において試用され、著者の思惑通りに学習が進むかについての詳細

が白石と谷口の間で確認されることとなった。2〜3年程度、実際の授業で試用した谷口から白

                                                 
2 長野督『フランス語で日記をつけよう』白水社、2014年。 
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石への結果報告が逐次行われることにより、効果的なフィードバックがなされ、この教科書原

案はさらに改訂を重ねた。 

次の段階で、教材のコンセプトに共感した西川が合流し、三者の間で教材の教科書化を視野

に入れて内容の共有がなされた。しかし教科書化にあたっては、具体的な内容確定作業は白石

が単独で進め、内容の取捨選択を行った。教科書としての基本的な設計がここで確定された。

西川の具体的な参加はこの第1校の校正の段階からとなった。元々は教科書化の計画がなかっ

たため、それぞれの課の長さが異なっていたが、校正の過程において各部の統一性や、練習問

題等の増減などの操作が恣意的に行われた。また、西川は教授用資料作成も担当した。 

このように、教科書作成に関して著者全員が一同に介して内容に関する議論をすることは、

恣意的に避けられた。その理由としては、複数の教員が細部に至るまで同じビジョンを持って

一冊の教科書を作成することは、時間・空間的制限の多い共同環境においては非常に困難であ

り、ディスカッションが実り多い結果をもたらすかどうかは担保されないと判断したからであ

る。著者たちの経験として、そのような共同作業は例文や練習問題を必要以上に複雑化・洗練

化する傾向にあり、良き同僚としての信頼関係を破壊するものともなりうる。それよりも、あ

えて相互信頼に立脚する完全分業とすることで、各人がそれぞれの能力を最大限に発揮し、お

互いの仕事を尊重しながら仲間に対する尊敬と信頼を保持し、相手にバトンを渡す形で分業を

することで、新しい形式の共同作業ができたのではないかと考えている。 

 

5. 『トラン・トラン』を使った授業の進め方 

この教科書は3部校正になっている。第1部は「言葉と音に慣れよう！」として、短い表現を

中心とした基本的知識の習得と定着を目指した。第2部は「動詞を使っていろんなことを伝え

てみよう！」と題し、主に直説法現在形の動詞活用に慣れることを主眼とした。そして第3部

は「もっといろんなことを表現してみよう！」として直説法現在形以外の動詞活用や関係代名

詞などの複雑な構文を扱う。全体では24課あるが、それぞれの部に均等な数の課が配置されて

いるわけではない。例えば1課から8課までは、文法解説に1ページ、学習項目の定着のための

練習問題に1ページの合計見開き2ページ構成になっているが、それは初学者および彼らをサポ

ートする教員にとって負担が最小限になるようにという配慮に基づいている。 

この教科書を使用する際の授業の進め方は、対象となる学生のタイプや授業の性質によって

それぞれカスタマイズしていただければと願うが、例えば2年で1冊を使うようなゆるやかな進

行を目指す授業であれば、1年目の前期に0課から7課、後期に8課から16課、そして2年目には

12課から最後の補遺までをカバーするというようになるだろう。また、「習うより慣れる」と

いうコンセプトのために多くの練習問題が用意されているが、これは全て授業内で行うという

想定はされていない。必要に応じて任意の項目を宿題とする、学生のレベルに応じて取捨選択

し、ふさわしい難易度の問題のみ使用するなど、学習習慣が深まるように、それぞれの実情に

合わせた柔軟な使い方をしていただければと願っている。 

 

6. おわりに 

外国語を学ぶ理由は果たして必要なのだろうか。もちろん将来的展望に基づいて、しかるべ

き理由によりこうした外国語を学び、次のステップに活かしたいというようなどこに出しても

恥ずかしくないような学習者もいるだろう。しかし同時に、学校の必修単位であるため仕方な

く履修している、特に理由はないがなんとなく面白そうだったからというような、理由になら

ないような理由から外国語を学んでいる学生もいるだろう。また、その言語を話す国への観光
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が言語を学ぶ目的であったり、その言語で書かれた詩や小説を読みたいといったささやかな読

書の愉しみが理由の場合もあるだろう。言葉は実用的な側面もさることながら、少し学習した

からといって直接的に今すぐ何かの役に立つといったものでもない。そのように考えたときに、

外国語学習において最も大切にして欲しいと教員が考えるものは、学習者があきらめずに細々

と学習を続けて欲しいということなのではないだろうか。少なくとも、観光や読書などの美学

的な次元で言葉を楽しみたい人であればなおさら、その目的に至るまで細々と続けて欲しい。

そのためこの教科書を使って文法を学んでいる間は、できるだけ辞書を引かなくても学習が妨

げられないよう、各ページの余白に新しい語彙の意味を記すスペースを設けた。辞書を使いこ

なすことは大切だが、それはより自由になった次のステップに移ってからでも遅くはない。ま

ずは新しい外国語の文法を学ぶことに関する心理的な障壁ができるだけ低くなるようなとこ

ろからスタートし、「やってみたら意外とできた」という達成感・充足感を学習者に味わって

欲しいと切に願っている。 
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Thème 1  
 

インタラクティブなアトリエのデザイン 
 

 

今中 舞衣子 

IMANAKA Maiko  
大阪産業大学 

imanaka@int.osaka-sandai.ac.jp 
 

 

 

はじめに 

 本論稿は RPK をはじめとした「研究会」という場において、参加者との、あるいは参加者

どうしのインタラクションをさらに促すことができるようなアトリエのデザインについて考

察するものである。私はこの議論を、RPKの今年のテーマのひとつである「教員の道具箱」に

関連するものとして捉えたい。なぜなら、研究会において私たちが口頭発表やアトリエを担当

する際、話す内容の質やバリエーション、聞き手の理解を促す技術や準備物などと同様に、イ

ンタラクティブな場をデザインし提供するための知識や技術も、私たち教員が常に引き出しの

中に備えておくべき「道具」であると考えるからである。 

 今回私は、RPKの直前に台湾の国立台北教育大学で開催された IASCE（国際協同教育学会）

に参加することで、様々なワークショップ、研究発表、実践報告、講演の参与観察を行った。

この学会は世界各国から協同学習の専門家・実践家が集まる学会で、議論の内容はもちろんの

こと、学会として提案している発表時のルールや、各発表者がそれぞれに実践している参加者

とのインタラクションを高める工夫が非常に興味深いものであった。本論稿では上記のルール

や工夫を紹介しながら、アトリエや研究発表における参加者と発表者、さらに参加者どうしの

インタラクションを高めるための実践知を抽出したいと思う。 

 

ワークショップ 

 最初に、ワークショップの枠組みで実施された 2つの事例を紹介する。 

 1つ目の事例は、Academic, Social, and Emotional Abilities and Skills in Groupworkと題されたワ

ークショップである。ワークショップの流れは以下のようなものであった。 

 

事例① タワーをつくる 

(1) チームの中で司会役、書記係、道具準備係など役割分担をする。 

(2) 世界のさまざまなタワーの構造について書かれた説明書を読み、倒れにくいタワーの構造

について比較検討する。 

(3) ストロー、木の棒、テープなどの素材を使って、高いタワー（突端にマシュマロをくっつ

けても倒れないもの）をグループでつくる。 

(4) 各グループのタワーを比べ、チームでの活動プロセスをふりかえる。 

  

参加者は、世界の様々な国から集まった教員や研究者であり、小学校の教員から大学の研究者
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まで、教えている科目／専門分野もバラバラな面々がグループで課題に取り組んだ。会場は大

いに盛り上がり、最終的にいちばん高いタワーをつくったのは協同学習に関して多くの著作を

出している著名な研究者の加わっていたチームで、まさに発想の転換ともいえる独創的な方法

で課題を達成しており、グループでのアイデア生成と役割分担が秀逸であったことが見てとれ

た。 

インタラクションの促進という観点から、このワークショップで特に工夫されていたと感じ

た点は、「タワーをつくる」という一見単純にみえてチームの協力が不可欠な具体的な課題が

設定されていたこと、そして事前の役割分担の指示とリソースの提供が適切に組み込まれてい

たことである。授業やアトリエにおいてグループワークを実施する際、どうも盛り上がってい

ないなと感じたり、単なるおしゃべりの時間になってしまっていて議論が深まっていないなと

感じたりした際には、その原因として、①適切な課題／問いの設定ができていない、②グルー

プ内での役割分担ができていない、③課題を遂行するにあたって必要なリソースが与えられて

いない、ということがないかどうかをまず確認する必要があるだろう。 

2つ目の事例は、The Storypath Approach : Engaging Learners in a Cooperative Learning Narrative 

to Understand and Protect our Oceans というワークショップである。当日の流れは、下記のよう

な子ども向けのワークショップを（一部時間のかかるところはパワーポイントでの紹介にとど

めて省略しながら）実際に体験してみるという形であった。 

 

事例② 海をまもる 

(1)各自、好きな海の生物を色紙で作成し、一箇所に貼り集めて全員でグレートバリアリーフ

を表現する。 

(2) できあがったグレートバリアリーフを鑑賞し、それを描写することばをグループでできる

だけたくさん出す。それらの単語をすべて使って文章をつくっていく。 

(3) はぎれや糸、ボール紙などを使って人形を作成し、人形に名前をつけてキャラづけをする。

グレートバリアリーフにある研究所のポストに応募するための履歴書を作成する。 

(4) 2人ペアになって研究所への就職のための面接試験をする。 

(5) 海の研究所で働くためにはどのような設備や環境が必要かをグループで話し合う。話し合

いの結果をもとに、グループで研究所内の各部屋をデザインする。 

(6) 研究所内で起こるトラブルを想定して、解決策を話し合う。新聞などで関連する社会問題

もとりあげ、最後に話し合いの結果について全体に向けてプレゼンをする。 

 

このワークショップで参加者間のインタラクションを高めていたと感じた要素は、ところど

ころに挿入された創造性を喚起する活動であった。海の生物を色紙で製作する活動では、私を

含めよい大人である参加者たちが「クラゲはどうか、海藻もある」などと夢中になって色紙を

切っていた。人形を作成する活動は時間の関係ですでに子どもたちが製作したものを渡された

が、それぞれのキャラクターがイメージできるようなユニークな人形が並び、初対面である他

の参加者と自然と会話が生まれた。このワークショップは子どもを対象にしたものを追体験す

るものであったが、大人を対象としたワークショップであっても、このように実際に手を動か

してつくる活動、カラフルな素材を用いた表現活動など創造性を刺激するような活動を組み入

れることは、場の雰囲気を良くすることや対話を促進することにつながる工夫といえるだろう。 

 

研究発表・実践報告 

 次に、研究発表や実践報告の枠組みで実施されたものの中から 3つの事例を紹介する。先に

紹介した事例では、参加者間のインタラクションが想定されているのはワークショップという
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カテゴリーの性質上当然のことであったといえるが、質疑応答を含めて 30 分程度と時間が限

られている研究発表や実践報告においても同様の工夫が観察されたのは、この学会の特徴的な

点であったといえる。こうした短い時間の中でインタラクションを高める工夫は、グループに

よる問題解決や作品製作等の時間のかかる活動を授業内に組み込めないカリキュラムで教え

ている場合や、大教室での講義型授業を担当している場合に参考になるだろう。 

 最初の事例は、日本の中等教育における問題解決型の数学授業の実践報告である。生徒に確

率の概念を理解させるために教室で実践した下記の活動について、発表者は、口頭で手順を説

明するだけではなく、実際に参加者にひもを配布して近くの人とペアで同じことをしてみるよ

う指示した。 

 

事例③ 確率の概念 
ペアのうちひとりが束ねた 6本のひもの真ん中を手でにぎり、片方の端をふたつずつ結んでい

く。次にもう一方の端をペアのもう一方が同様にふたつずつ結んでいく。手を放してひもをほ

ぐしたときにどうなるか、各ペアの結果を集計して、1 本の大きな輪になっている確率をクラ

ス全員で考える。 

 

 5 分程度で終わる短い活動であったが、ペアの相手と話し合いながら、実際に生徒たちがど

のような形で確率の概念を理解していったのかを考えた。このように実践報告の中で紹介する

活動を実際の体験として提供することで、実践報告がより興味深いものとなり、発表者や他の

参加者との議論が活性化する結果となった。 

  次の事例は、学会から学位論文賞を授与された若手研究者による、協同学習を通じた民主的

な教室運営をテーマとする研究発表である。 

 

事例④ 民主的な教室 
・発表が始まる前に、「民主的な教室 democracy classroom」とはどのようなものと考えるかに

ついて、近くの人とグループで話し合った。 
・発表の途中で被験者のインタビューのスクリプトが配布され、発表者の分析結果を聞く前に

参加者がスクリプトを読み、自分はどう解釈するかについて近くの人と話し合った。 

 

 この研究発表では、事前にテーマとなる用語の定義やイメージについての話し合いの機会を

持ったことで、その後の発表により興味を持って聞くことができた。また、短時間でもデータ

分析を体験してみることで発表者の探求のプロセスに関わることができ、その個人思考の結果

を他の参加者と比較検討することでその後の活発な質疑応答につながるような意見や疑問点

が明確になった。 

 次の事例は、フランスにおける小中学校の体育の教員養成をテーマとした研究発表である。 

 

事例⑤ 体育における協同学習 
事前に発表内容を A、B、C の 3 種類のパートに分けた文章が 3 つの参加者グループにそれぞ

れ配布され、まず担当の文章の内容をグループで理解し合った後、全ての文章がそろうように

グループが再編成され、参加者どうしで内容を伝え合った。 

 

 この事例では発表者は自ら口頭で発表をすることをせず、ジグソー法によって参加者自身に

その内容を理解してもらうという斬新な手法をとっていた。当然ながら、他の参加者とのイン

タラクションが高まる結果となった。ただし、この方法は学会の性質上、ジグソー法そのもの
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に比較的慣れた参加者が集まっていたことで成立した側面が大きい。そうでない場合は、30

分でジグソー法のやり方から説明することになり、単なる時間の無駄に終わっていただろう。

そういった意味で、研究発表に参加型の要素を取り入れるには参加者のレディネスや志向を知

っておくことがいかに重要かということを再確認した事例となった。 

 以上に挙げたような研究発表・実践報告のユニークな取り組みは、単に参加者が自ら協同学

習の要素を自身の発表に取り入れたというだけではなく、事前に学会のホームページ上で以下

のような原則が提案されていたことも要因の一つであると考えられる。 

 

原則 1：発表は、明確で、単刀直入に、そして聴衆を巻き込みましょう。 
原則 2：協同学習の技法を使いましょう。 
原則 3：英語が誰もの母語ではないことに留意しましょう。 
原則 4：リラックスして楽しみましょう。 

 

ホームページにはさらにより具体的で詳細なアドバイスも掲載されていた。下記は特にイン

タラクションを促進する要素について書かれた部分を抜粋したものである。 

 

  聴衆に、あなたの学生が授業で行うのと同じような活動に参加する機会を与えましょう。

インタラクションによって言語化のプロセスを促進することは私たちの大会の核心です。 
  聴衆に、（発表内容や結果の）予測をするよう頼みましょう。課題や質問を提案しましょう。 
  聴衆に、隣の人とペアになって、次のことをするようにリクエストしましょう。 

・ 自分が疑問に思ったことを尋ねる。 
・ 意見を言う。 
・ 発表のポイントについて、一緒になって理解したり議論したりする。 
・ あなたの発表に関連した自分の経験を話す。 
・ なぜあなたの発表を聞こうと思ったのかを互いに話す。 

  発表の最後だけでなく、最初や途中でもインタラクションの機会を持つように計画する。 
  トピックについて簡単なアンケートに手短に答えてもらう。 

 

基調講演 

 協同学習が取り入れられたインタラクティブな形式は、ワークショップや研究発表・実践報

告にとどまらず、基調講演においても観察することができた。最後の事例は、IASCE 理事の

Laurie Stevahn氏による基調講演、Expanding Perceptions of Cooperative Learning for Innovative 

Practiceである。会場となった数百名を収容する大ホールは、全て 6 名ずつグループで着席で

きる形となっており、基調講演においても初対面の参加者とグループで着席することとなった。

Stevahn氏の講演は、講演でありながら要所要所で他の参加者と意見交換ができるワークが組

み込まれた非常に興味深いものであった。以下はそうした工夫のごく一部を紹介するものであ

る。 

 

事例⑥ 認識を拡張する 
・手をとり合って危険な崖を登っている人々の写真、チームでスポーツ大会に優勝しトロフィ

ーを手にしている写真、人々が輪になって話し合っている写真など、複数の写真がパワーポイ

ントで投影され、どれが自身の持っている協同学習のイメージにいちばん近いか選び、その理

由をグループで話し合う。 
・「あなたが一番信頼している人を思い出して下さい。その人はどのような行動によってあな

たの信頼を得たのでしょうか」という問いが投げかけられ、グループで出た意見を比較する。 
・協同学習についての自分の知識を箱の絵の中に書き出す。箱は現在自分が協同学習を使って
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いる現場（学校の授業、職場の会議等）であるとイメージする。そして、それらの知識を箱か

ら外に出したときの使い道を考えて話し合う。 

 

Stevahn氏の講演でいちばん工夫されていると感じた点は、他の参加者との意見交換におい

て自己開示を促す問いかけが多かった点である。参加者が一堂に会する基調講演において、自

身の経験やそれに基づく教育観を話す機会が提供されたことで、周囲の参加者と短時間で心を

開いて考えを言い合える関係になることができた。その結果、後につづく他の研究発表等にリ

ラックスして参加できることにもなった。 

また、写真やイラストを多用していた点が参加者間のインタラクションを高めることに役立

ったと考える。会場は、英語を母語としない参加者が多数を占めていた。参加者の言語能力に

バラつきがある場合、文字情報だけではなくイメージを元に話し合うことができれば、より多

くの参加者を巻き込むことができる。これは初修外国語を教える授業においても参考になる点

であろう。 

 

おわりに 

 今回の観察では、インタラクティブなアトリエや発表、さらに授業のデザインにも生かせる

実践知を多数抽出することができた。全体を通して随所に参加者を巻き込む工夫の見られる非

常に興味深い学会であったが、最後にそこで気づいた問題点についても挙げておきたいと思う。 

 学会では、日本でもケーガン・メソッドとして有名な Spencer Kagan氏によるワークショッ

プ The Structural Approach to Cooperative Learningにも参加することができた。ワークショップ

はこれまで Kagan氏が考案されてきた協同学習の様々なテクニックが順に紹介され、実際に体

験していくものであった。 

 この構造化されたワークに実際に学習者の立場で参加してみた結果、私が感じたことは、ひ

とりひとりの考える時間、話す時間が圧倒的に短すぎるということであった。パワーポイント

の画面にはタイマーが表示されており、会話のターンが次々と入れ替わる形なので、時間が足

りないと思ってもすぐ次の作業にとりかからなくてはならない。ひとつひとつのテクニックが

構造化されすぎていて、ファシリテーターが目の前の参加者の様子を見て臨機応変に対応する

ような余地は残されていないように感じた。自分自身も同様の失敗をしたことがあった、と反

省することになったが、学習者に過剰な心理的負荷をかけると学習効果が下がってしまうこと

は自明であり、一部のアクティブ・ラーニング型授業への批判もこうした思考の深化を伴わな

いテクニック偏重の実践に一因があるのではないかと思う。 

 IASCE は協同学習によって協同学習を学ぶという入れ子構造を持ったスタイルの学会であ

ったが、我々の提案するアトリエも発表も授業も、伝えたい内容が「伝え方」の中にも宿る点

は同じであると考える。学生がことばを通じて人と関わり合っていくことを目的とするならば、

ことばを教える者として、参加者どうしのインタラクションが生まれるような授業をデザイン

し提供するための「道具」をそろえておくことが重要ではないだろうか。 

 

【参考】 
Ways to Make a Paper Session More Engaging and Interactive（英語版） 
https://docs.google.com/a/iasce.net/viewer?a=v&pid=sites&srcid=aWFzY2UubmV0fGhvbWV8Z3g6M
WIwMTY0MmE5MjRhNTA3Mw (available online 2019/05/10) 
あなたの口頭発表をより魅力的でインタラクティブにする方法（日本語翻訳版） 
https://jasce.jp/data/more_attractive_and_interactive.pdf (available online 2019/05/10)
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Thème 1  
 

Pour favoriser l’apprentissage des « natifs 

numériques » : le professeur YouTubeur 
 
 

DURRENBERGER Vincent MOUTON Ghislain  
Université Sophia Université des Ryûkyûs 

durrenbergerv@me.com hitsujiji@gmail.com  
 
 
 

0. Introduction 
  Le français est enseigné au Japon dans des cadres très différents : écoles de langues, 
centres culturels, instituts, mais aussi dans le système scolaire de la maternelle à 
l'université. Ainsi existe-t-il une grande variété d'apprenants japonais de FLE. Mais de 
leurs représentations de la langue apprise, de son enseignement ou de leurs enseignants de 
français, nous n’avons que peu d’informations. Comment s’articulent-elles avec les autres 
langues de leur environnement quotidien (chinois, coréen, etc.), au japonais, à l’anglais qui 
est généralement la première langue étrangère apprise ? Si nous savons par des recherches 
antérieures (Adami et Mouton, 2018 ; Antier, 2015 ; Chevalier, 2012) qu’il y a plusieurs 
représentations des enseignants de FLE au Japon, on ignore encore ce que peut signifier 
apprendre une langue pour les apprenants et comment l'action pédagogique des enseignants 
peut entraîner différentes représentations de la langue française. Comme le souligne 
Derivry (2006), nous sommes en présence de deux conceptions méthodologiques 
diamétralement opposées, impliquant d’une part les enseignants natifs majoritairement en 
charge de la communication dans la langue cible, et parfois invités à bannir l’usage de la 
langue source, et d’autre part les enseignants non natifs responsables de l’enseignement 
strict des règles de grammaire et de conjugaison, principalement dans la langue source. 
Notons toutefois qu’à l’encontre de cette situation japonaise, il existe un courant de 
recherche empirique qui souligne l’importance de l’alternance dans le recours à la langue 
source dans le processus d’enseignement-apprentissage de la langue cible (Castellotti & 
Moore, 1997). 
  Afin d’observer les effets d’actions pédagogiques d’enseignants natifs de FLE, nous 
avons 1. développé et utilisé dans et en dehors de la salle de classe des capsules vidéo 
référencées sur YouTube, ainsi que des ressources pédagogiques (exercices, quiz, 
documents audio, leçons, fiches pédagogiques pour enseignants, etc.) mises en libre accès 
sur une plateforme en lignei, puis nous avons 2. fait passer des enquêtes auprès de nos 

                                                 
i https://www.podcastfrancaisfacile.com 
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apprenants japonais de FLE à l’université dans le but de caractériser leurs représentations 
du français et de son enseignement. 

  Dans une première partie, nous insisterons sur la nécessité de sensibiliser les apprenants 
aux ressources FLE disponibles en ligne. Nous ferons également la présentation de vidéos 
courtes, ces outils didactiques que nous avons appelés « Capsules en français », ainsi que 
d’une plateforme de ressources pédagogiques (https://www.podcastfrancaisfacile.com) sur 

laquelle chaque point abordé dans ces capsules est traité en détail. Dans une seconde partie, 
nous analyserons les résultats d’une enquête effectuée auprès de 82 apprenants de français 
de nationalité japonaise, composée d’énoncés semi-ouverts dont le but est de nous éclairer 
sur les représentations que ces derniers ont de leurs enseignants de français et leur 
pédagogie. Enfin, nous conclurons en présentant un projet de formation au/par le 
plurilinguisme, lié aux TICEs, destiné aux enseignants et aux apprenants de FLE au Japon. 

 

1. Outils pédagogiques : capsules vidéo en lien avec la plateforme d’activités en ligne 
  Tout d’abord, nous souhaitons émettre des doutes concernant le fait que : 

« nos apprenants seraient des « natifs numériques », qui 
communiquent déjà à l'extérieur de la salle de classe avec des outils 
liés aux TICEs, et qu’ils se positionneraient donc inévitablement 
d'emblée comme acteurs s'appropriant leur apprentissage. » (Guichon, 
2012) 

  Nos apprenants à l’université sont certes connectés aux réseaux sociaux, ils possèdent 
pour la plupart un smartphone, mais, comme le signalent Adami et Mouton (2018), nombre 
d’entre eux n’ont pas connaissance des outils pédagogiques liés aux TICEs disponibles en 
ligne, développés ou non par l’enseignant, ni même ne sont conscients du potentiel 
éducatif plurilingue des réseaux sociaux. Les groupes Facebook, comptes Instagram et 
Twitter, chaînes YouTube, podcasts et autres blogs pour apprendre le français sont légion, 
cependant ils demeurent difficiles à trouver pour qui ignore leur existence ou ne sait les 
chercher. Ajoutons que des actions basiques telles que la sauvegarde et le stockage de 
documents sur smartphone, la navigation par hashtag ou étiquette, le classement des URL 
dans les favoris, le choix du navigateur pour accéder à certaines fonctions HTML5 sont 
rarement perçues comme intuitives par tous les apprenants bien que supposément « natifs 
numériques ». C’est donc à l’enseignant créateur de TICEs de former ses apprenants, de 
leur faire découvrir et utiliser plus efficacement la panoplie d’outils à leur disposition, et de 
les orienter vers des matériels d’apprentissage adaptés à leur usage du smartphone et de 
l’ordinateur. 
  Dans un premier volet de création de ressources pédagogiques, nous avons développé un 
support vidéo accompagné d’activités en libre accès. Conjugaison, grammaire, exercices 
de systématisation, explications et communication non verbale y sont traités de manière 
humoristique. Le format est de 45 secondes pour les activités de systématisation et de 90 
secondes pour les vidéos d’explication. Ces vidéos sont complétées par des sous-titres en 
trois langues (français, anglais et japonais) désactivables. Nous avons fait le choix d’un 
format court afin que les apprenants puissent focaliser leur attention sur l’essentiel, grâce à 
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une meilleure ergonomie de la connaissance. Ce format permet d’insérer facilement un 
contenu vidéo au milieu d’autres activités et de dynamiser le cours, évitant de surcroît une 
éventuelle routine préalable à l’ennui. 

  Les « Capsules en français » disponibles sur la chaîne YouTube ont été conçues pour 
être utilisées soit en document déclencheur soit en tant que modèle lors d’activités 
d’expression écrite et/ou orale. Les fiches pédagogiques, qui les accompagnent, reprennent 
le vocabulaire et proposent des exercices complémentaires (quiz en ligne, questions, 
vrai/faux, activités de production écrite), consultables sans inscription sur le site de 
ressources en ligne podcastfrancaisfacile.com à la rubrique capsule FLE, grâce au lien 
situé dans la description de chaque vidéo, ou au moyen du code QR présent sur les 
documents imprimables au format PDF. 

 

2. Analyse qualitative auprès de 82 étudiants débutants 
  Afin de mettre en lumière certains aspects des représentations que se font les apprenants 
japonais de FLE de leur enseignant natif et de leur pédagogie, nous avons conduit une 
enquête composée de cinq énoncés semi-ouverts, auprès de 82 étudiants (45 garçons, 37 
filles) de deux universités japonaises situées dans la préfecture d’Okinawa. Cette enquête a 
été réalisée la première semaine de février 2019, soit à la toute fin du second semestre de 
l’année universitaire japonaise. Les étudiants avaient tous étudié le FLE durant deux 
semestres (30 semaines) : ils étaient tous de niveau débutant, et âgés de 18 à 22 ans. À 
partir de la mi-décembre 2018, nous avons commencé à nous servir de, et à faire utiliser 
ces capsules vidéo en cours et en dehors de la salle de classe pour les révisions de fin de 
semestre ; soit une utilisation de YouTube sur une période de six semaines. 

  L’enquête est composée des cinq énoncés semi-ouverts suivants basés notamment sur les 
travaux de Eccles & Wigfield (1995), afin d’identifier d’une part, les [valeurs], 
[compétences], [intérêts] des enseignants, ainsi que les [attentes] des apprenants vis-à-vis 
de leur enseignant, et d’autre part les [besoins] des apprenants vis-à-vis de leur 
apprentissage du français : 
 
1. J’attends ....... de mon enseignant(e) natif de FLE. [attentes] 
2. À mon avis, un(e) enseignant(e) de FLE devrait donner de l’importance à ...... .[valeurs] 
3. Je pense qu’un(e) enseignant(e) de FLE devrait être doué(e) en ...... . [compétences] 
4. Je pense qu’un(e) enseignant(e) de FLE devrait s’intéresser à ...... . [intérêts] 
5. À mon avis, pour l’apprentissage du français, on a besoin de ...... . [besoins] 
 
Les résultats et analyses sont les suivants : 
  Concernant les [attentes], les apprenants répondent majoritairement (49/77 
commentaires reçus) qu’ils attendent de leur enseignant natif qu’il soit amusant et que le 
contenu du cours soit facile (12/77 commentaires reçus). De même à propos des [valeurs], 
pour les apprenants, leur enseignant doit donner de l’importance à un cours amusant et 
facile (respectivement 19 et 10/75 commentaires reçus), mais aussi à la prononciation et à 
l’ oral en général (respectivement 9 et 8/75 commentaires reçus). Dans le cas des 
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[compétences] et [intérêts], un enseignant natif de FLE au Japon doit être doué en japonais 
(38/73 commentaires reçus) et s’intéresser au Japon (culture+histoire) (22/68 
commentaires reçus), mais également à ses étudiants (16/68 commentaires reçus). 

  En guise d’analyse, on observe d’une part que les résultats concernant les [attentes] ou 
les [valeurs] recoupent ceux d’Adami et Mouton (2018) dans le cas des étudiants 
d’université à Tokyo et à Okinawa, à savoir qu’un enseignant natif de FLE est d’emblée 
considéré comme quelqu’un d’amusant et de gentil, d’où les [attentes] de facilité de la part 
des apprenants. Par ailleurs, comme le souligne Derivry (2006), les enseignants natifs étant 
majoritairement en charge de la communication « ouverte » dans la langue cible, les 
résultats concernant les [valeurs] censées être accordées à l’oral ainsi qu’à la 
prononciation apparaissent tout à fait logiques. D’autre part, l’importance de l’alternance 
dans le recours à la langue source dans le processus d’enseignement-apprentissage de la 
langue cible (Castellotti & Moore, 1997) est explicitement pointée du doigt par les 
étudiants dans les réponses concernant leurs représentations vis-à-vis des [compétences] et 
des [intérêts] de leur enseignant natif de FLE. 

  Enfin, s’agissant des [besoins] ressentis par les apprenants vis-à-vis de leur 
apprentissage du français après deux semestres à étudier avec leur enseignant natif de FLE, 
dont six semaines à utiliser des TICEs sous forme notamment de capsules vidéo sur 
YouTube, ils affirment avoir besoin : d’un smartphone (12/76 commentaires reçus), de 
vidéos et de YouTube (chacun 10/76 commentaires reçus) mais également de Google 

Translate (10/76 commentaires reçus), d’Internet (4/76 commentaires reçus), ou encore des 
réseaux sociaux (3/76 commentaires reçus). L’analyse des résultats ci-dessus nous permet 
donc d’affirmer qu’après y avoir été sensibilisés en classe, deux tiers environ des 
apprenants expriment un besoin d’utiliser les TICEs pour étudier le français langue 
étrangère au Japon. 

  Néanmoins, plusieurs questions subsistent : nous devons évaluer à quel point ces 
résultats sont influencés par une quelconque représentation de l’enseignant natif de FLE 
créateur de TICEs, et dans quelle mesure l’utilisation d’une plateforme de diffusion de 
vidéos en ligne et autres outils pédagogiques développés lors de cette recherche favorisent 
une formation (des enseignants et des apprenants) au plurilinguisme au Japon. 
 

3. Conclusion 
  Il nous faut poursuivre et reproduire le travail d’analyse, dans tout l’archipel, auprès 
d’étudiants japonais d’universités, à l’aide d’entretiens dirigés et de groupes témoins, pour 
confirmer les résultats de cette étude encore partielle. Nous pouvons cependant émettre 
l’hypothèse qu’un enseignant de FLE au Japon, natif ou non, qui utiliserait des capsules 
vidéo mettant en scène des enseignants et des apprenants de français, tout en se servant 
d'outils liés aux TICEs (sites de ressources en ligne, etc.), pourrait significativement 
influencer les représentations que les apprenants japonais ont de leur apprentissage. 

  Ainsi, avec une utilisation efficace dans la salle de classe des capsules YouTube, des 
contenus pédagogiques disponibles en ligne et une pratique autonome en dehors du cadre 
universitaire, nous envisageons de continuer d’expérimenter, en collaboration avec nos 
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collègues, plusieurs modules d’activités TICEs ancrées dans des approches plurilingues 
(Candelier & De Pietro, 2012) pour l’enseignement-apprentissage du français. Il s’agit ici, 
dans une perspective de formation au/par le plurilinguisme, de réfléchir à la 
contextualisation des apprentissages du français, tout en offrant aux apprenants des 
expériences et expérientiations des langues, qui prendraient « mieux en compte la réalité 
socio-éducative plurilingue et pluriculturelle dans laquelle agissent les enseignants et les 
apprenants » (Moussouri, 2010, par. 6) et, de la sorte, susceptibles de « défiger » les 
représentations sur le français et ses enseignants (Derivry, 2006). 
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はじめに 

高等教育機関における初修フランス語の学習に合致し、授業時に導入可能な「デジタル教材」

の開発を進めてきた。平成 26-29 年度は、平成 22 年頃より検討を始めたデジタル教材：Web

〈なびふらんせ-1〉を発展させ、フランス語文法の基礎完成をサポートする Web〈なびふらん

せ-2〉の実現化を目指した1。また、本デジタル教材は、学習者の自主学習支援のみならず、授

業時における学習教材の補助となることも視野に入れ設計した2。 

そこで本稿では、教員（授業者）が、授業において本デジタル教材をどのように利用できる

のかについて論じたい。デジタル教材の「学習コンテンツ」を用いた授業時導入例、デジタル

教材の「テスト」や「e ポートフォリオ」の使用例を挙げ、ICT を利用した語学教育が、学習

者のみならず教員をも支援し、授業運営を豊かなものにして教育効果を見込めることを呈した

い。 

 

1.フランス語の教科書とデジタル教材 

デジタル教材：Web〈なびふらんせ〉は、主に授業で使用される様々なフランス語入門用教

科書と併用できることに配慮して設計した。このようなデジタル教材の位置づけから、教材開

発のためにベースとなる教科書『なびふらんせ 1』と『なびふらんせ 2』3を制作した次第であ

る。これらの教科書を用いて授業実践と精査を重ね、デジタル教材を開発した（以下、授業実

践報告から例証を行う）。 

                                                 
1 科学研究費基盤（C）26370678 / 研究課題：「初修フランス語教育のための eポートフォリオ連動型学習支援デジタル教

材の開発」（Web〈なびふらんせ-2〉は平成 31年 4 月よりトライアル版を公開） 
2 フランス語学習サポート教材：Web〈なびふらんせ〉, http://navifr.sz.tokoha-u.ac.jp/, 2012－現在. 
（ID 登録をすればフリーで利用可・PC, iPad, iPhone, Androidに対応） 
3 『なびふらんせ 1』, 有富智世・喜久川功・黒田恵梨子・田母神須美子・服部悦子, 株式会社朝日出版社, 2016. 

『なびふらんせ 2』, 有富智世・安藤博文・内田智秀・喜久川功・服部悦子, 株式会社朝日出版社, 2019. 
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右図は、Web〈なびふらんせ-2〉のトップ画面である（Web〈なびふらんせ-1〉も同様）。 

画面上部の表一覧は、教科書『なびふらんせ 2』を使用した場

合、教科書の全 12 課に対応する学習コンテンツへのアクセス

欄となる。画面下部は、「学習コンテンツ」別一覧を並べたも

ので、「総合問題」や「eポートフォリオ」へのダイレクトなア

クセスも可能にするため設定した表である。 

この画面下部の表一覧を利用すれば、授業において、『なびふ

らんせ 2』以外の教科書を使用の場合でも、学習内容に合わせて

本デジタル教材を併用することができる。たとえば、文法項目

一覧から「文法練習問題」の選択、語彙や動詞活用の提示、動

詞活用練習等、行える。 

 

2.デジタル教材 －学習コンテンツの活用例－ 

Web〈なびふらんせ〉の学習コンテンツは 7種類ある。以下に、授業時の活用例を示す。 

●【文法】のコンテンツ 

文法事項や図式化した項目を授業時に提示したい場合は、【文法】コンテンツ（ミニ文法参

考書に相当する）からダウンロードで利用できる。PC・iPad・スマートフォン等をプロジェク

ターに接続して表示すれば解説における利便性は高い。 

たとえば、iPad使用で GoodNotes等のアプリに本コンテンツから文法（PDF）をダウンロー

ドすればオフラインの利用もでき、ペン機能を用いて PDFファイルに書き込みを行うこともで

きる。「予習および復習」での利用のみならず、「反転授業」を実施の場合にも本コンテンツを

使用して様々な可能性が見込める。 

●【文法練習問題】のコンテンツ  

文法を学習後、すぐに教科書に掲載の練習問題へと進むのではなく、【文法練習問題】のコ

ンテンツを使って理解度チェックを図ることも有効といえる。学習者が文法学習後に、まず

Web問題を解くことを通して学習内容を把握したところで、教科書掲載の練習問題を解く（あ

るいは課題にする）という教科書プラス αの段階的学びが可能となる。本コンテンツの問題は、

練習問題に追加が必要な場合や復習を行わせたい場合（反復学習）に配慮して、アクセスする

度に問題がシャッフルされる設定とした。 

●【語彙と表現】のコンテンツ  

語彙や表現の学習において、項目毎の「一覧表」（音声も同画面で再生可能）で掲示できる

本コンテンツを使用すれば、「文字の提示」と「音声の確認」と「語彙の暗記」を同時に行う

ことできる。学習者をスクリーンに注視させることで、発音の練習時に顔を上げ、教員とスク

リーンに集中させた学習を自然に行える。スマートデバイスを用いた提示の場合は、「語彙表」

画面を拡大することで、日本語表示を画面から隠す（フランス語表示を隠す）など、授業時に

語彙力強化練習が簡易にできる。 

●【動詞活用】【動詞活用問題（動詞練習問題）】のコンテンツ  

まず、動詞活用表の提示から動詞の形態をスクリーンに注視させて学ばせることができる。

Web〈なびふらんせ-1〉では、【動詞活用練習】の利用で、選択形式（仏検 5級形式の 3択問題）

により、簡易に多数の問題を解かせて学習効果を上げられる。Web〈なびふらんせ-2〉では、

文法レベルとの整合性から「書く」行為に重点を置き、【動詞練習問題】では「文字入力」で

学べるよう設定した。本画面を提示して、授業時実施の小テストとして利用することもできる。 
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（以下の図：『なびふらんせ 2』p. 9より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●【写真と動画】【資料】のコンテンツ  

授業で本コンテンツを効率よく提示し、現地の様子を示しながら文化事項の解説や補足を行

える。さらに、コンテンツの写真を用いて、状況説明文や会話文の作成等にも応用できる。 

グループ学習では、3~4枚の写真を選択させてフランス語でストーリーを作らせ、作成した

ストーリーをフランス語で演じる等、様々な発展的学習への利用が可能である。 
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3.デジタル教材 －【総合問題】の活用例－ 

【総合問題①～④】は、全 12課中、3課毎の学習内容に対する「文法力試し」に相当し、複

合的理解度を段階的に確認できるよう設定したものである。授業時に追加の応用問題が必要と

なった場合、【総合問題】のコンテンツから問題を選択し、スクリーンに提示して対応するこ

とができる。授業時に応用問題の演習までは実施できないクラスの場合は、授業後に各自でダ

ウンロードとプリントアウトを行うよう指示し、課題提出とする使い方もできる。課題提出確

認後、教員が Web上から「解答と解説」の表示を OFF ⇒ ONへ切り替え、受講者各自に解答

を行わせることもできる4。 

 

4.デジタル教材 －【テスト】の活用例－ 

デジタル教材の【文法練習問題】や【動詞練習問題】等は、解答やヒントが表示されるが、

Web 各課の学習の区切りに受ける理解度確認のための【テスト】は、〔採点する〕をクリック

すると点数のみが提示される。解答の「表示なし」としたのは、一課毎の小テストであること、

必ず 100点を採れる問題であること、小テストの点数は「各課の理解度のパーセンテージ」を

示すことが理由である。テスト結果は【e ポートフォリオ】に記録され、学習者は学習の履歴

から学習達成度を認識する。そして、自ら学習方法をふり返り、復習を繰り返して確実に修得

することを経て学習を継続させていく。これを実現させるための「テストとポートフォリオの

あり方」を形にした。   （以下の図：『なびふらんせ 2』 p. 10より） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教員は、「クラス設定」機能を利用の場合5、クラス全員の【e ポートフォリオ】を一覧で閲

覧することができる。各課の理解度の記録は、クラス運営の方法と選択を勘案するためのデー

タとなる。 

本テストだが、Web〈なびふらんせ-1〉の場合は 5 分間、Web〈なびふらんせ-2〉の場合は

10分間のタイム制限としている。例えば学習の区切りに、授業開始の 5分間で本テストを受け

るよう学習者に指示する。教員は、テスト終了と同時にクラス全員の点数を把握することがで

きるため、この結果を鑑みて全体に配慮した教育的選択（説明や補足）を臨機応変に行える。 

 

                                                 
4 デジタル教材：メインメニュー上部〔教員の方〕➡〔Web〈なびふらんせ〉利用の手引き（PDF）〕➡〔総合問題の「解答

と解説」の表示切替〕を参照.  
5
〔クラス設定〕機能の利用で担当クラスごとの自主学習状況および理解度の確認が可能になる. この機能を利用したい場合, 
事前に〔クラスの作成〕を行い，受講者に〔所属クラスの設定〕を指示する． 
デジタル教材：メインメニュー上部〔教員の方〕➡〔Web〈なびふらんせ〉利用の手引き（PDF）〕➡〔クラス設定（マニュ

アル）〕を参照. 
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5.デジタル教材の共通 ID を活用する 

 教科書『なびふらんせ１』の文法は、「複合過去」の導入までを目途とし（フランス語基礎

文法前半）、『なびふらんせ２』は、「複合過去」から「接続法」まで（フランス語基礎文法後

半）を範囲としている。各デジタル教材もこれに一致した内容である。 

たとえば、Web〈なびふらんせ-2〉のレベルを学習中のクラスで、すでに学習済みの文法項

目を確認させる必要があったり、復習として練習問題を解かせたい場合もある。以下の Web

画面は各デジタル教材のメインメニューの上部に設けた「切替ボタン」で、教員 ID・学生 ID

の双方において、このボタンからスムーズにデジタル教材間を行き来することができる。 

 

 

 

 

 

 

 

 加えて、Web〈なびふらんせ-2〉を学習中のクラスにおける応用例を示しておきたい。 

学習者が ID を作成した時点で、Web〈なびふらんせ-1〉と Web〈なびふらんせ-2〉の双方に

学習者のポートフォリオが作成される。これを利用して、まず教員が「クラス設定」機能を用

いて、双方のデジタル教材にクラスを作成し、学習者に各デジタル教材で「クラスの所属」を

行うよう指示する。これにより教員は、Web〈なびふらんせ-2〉の学習状況だけでなく、復習

に利用する Web〈なびふらんせ-1〉のテスト結果（理解度）も一覧から確認することができる。 

具体例を挙げると、たとえば、『なびふらんせ 2』（第 1 課）の「代名動詞の複合過去」の学

習に先立ち、『なびふらんせ 1』（第 11課）で学習済みの「代名動詞（現在形）」を Web〈なび

ふらんせ-1〉(L11)にアクセスで復習させる。Web〈なびふらんせ-1〉【(L11)テスト】の実施を

学習者に指示し（※スマホからの使用を認めれば普通教室でも実施可能）、教員はテストの終

了と同時に、結果を「クラスのポートフォリオ一覧」から閲覧できる。これは、復習がどの程

度必要かを瞬時に判断するためのデータとなる。また、授業外の自主学習で Web〈なびふらん

せ-1〉の【テスト】実施を指示しておけば、教員は「クラスのポートフォリオ一覧」から事前

確認も行える。このような使用方法により、学習済みのフランス語基礎文法前半を補強しつつ、

フランス語基礎文法後半の学習理解を高めていくことができる。 

 

おわりに 

デジタル教材を用いた授業実践報告から活用例を示し、ICT を利用した語学教材の有効性と

利便性を検証した。近い将来、デジタル教科書やデジタル教材が語学教育において主流となる

のは確かだろう。いま教員に求められていることは、すでにあるデジタル教材や語学用のアプ

リ教材を「学びのための道具」として、まず授業で使ってみることである。イメージする授業

デザインを実現するために、どのような発展的利用が可能かを授業者が探究するならば、実際

的で具体的な教材の創出に繋がるはずである。教員それぞれが新たな方策を見出し、共有を図

っていくことが、これからのフランス語教育のために必要ではないか。 
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Thème 2 
 

Voyage initiatique en terre identitaire 

 

 

MOKHTARI Sylvain 
モクタリ・シルヴァン 

Institut français du Japon – Kansaï 
日本アンスティチュ・フランセ―関西 

 sylvain.mokhtari@institutfrancais.jp  
 
 
 
0. Introduction  

Il faut bien l'admettre, notre société actuelle connaît de grands bouleversements dont les 
causes sont plurielles. Parmi ces dernières, les nouvelles technologies : permettant à tout 
un chacun de véhiculer de l'information à portée de main, elles sont loin d'être innocentes. 
N'importe qui peut se mettre en avant, dévoilant une identité que lui-même s'est attribuée, 
et dont la finalité n'est autre que de convaincre les autres de l'accepter. Phénomène 
touchant toutes les classes sociales, le jeu (je ?) des identités est devenu incontournable, 
soulève de grands questionnements et fait intervenir divers champs disciplinaires pour être 
en mesure de l'appréhender dans sa globalité.  
 

1. Préparatifs de voyage 
Les raisons qui nous ont invité à prendre l'identité comme objet de recherche sont 
multiples, mais nous aimerions, ici même, dévoiler une anecdote significative.  
Celle-ci concerne une partie de nos tâches quotidiennes. En effet, nous avons pour 
habitude de mettre en place des conseils pédagogiques pour tout étudiant désireux de 
changer de classe, et ce, pour diverses raisons. Or, nous nous souvenons d'une personne 
qui nous dit les mots suivants : "Vous savez, nous, les Japonais…". Ces mots délibérément 
choisis sont intéressants en ce sens qu'il semble y émerger un clivage entre le vous 

correspondant à l'ensemble des Français et nous-même d'un côté, et le nous, autrement dit 
le peuple japonais dont cette étudiante fait partie, de l'autre. Ainsi, elle décida 
stratégiquement de se fondre au sein de sa communauté et de faire de même avec nous ; 
ceci est tout du moins notre interprétation. La conversation se poursuit et de nouveaux 
éléments de langage nous interpellent. A notre question : "Vous êtes japonaise donc, vous 

aussi, souffrez de ces caractéristiques, n'est-ce pas ?", l'étudiante répondit : "Non, moi, 

c'est différent, je ne suis pas comme les autres Japonais.". Nouvelle stratégie adoptée : 
l'individuation. Ce va-et-vient entre individu isolé et membre d'un groupe social défini 
laisse entrevoir un caractère mouvant, et par conséquent complexe de l’objet identitaire.  
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Ce voyage que nous vous proposons fait suite à l’atelier du 26 mars 2019 durant lequel 
nous avons soulevé des questions épistémologiques, conduisant à l’acquisition des 
concepts clés sous-jacents. 
 

2. Première escale : définitions de l’objet « identité » 
L’anecdote présentée précédemment, nous l’avons compris, traduit toute la complexité 
d’un objet bien singulier. De fait, la première interrogation qui apparaît est la suivante : 
comment pourrions-nous définir cet objet ? Nous nous sommes penché sur les définitions 
proposées par deux dictionnaires français bien distincts dans le but de trouver quelques 
pistes de réflexion.  
 
Le Petit Robert (2012) présente diverses réponses, dont nous soulignons les éléments qui 
nous semblent intéressants pour notre questionnement :  
 

« Sens général : caractère de deux objets de pensées identiques. Similitude. 
Dimension communautaire : caractère de ce qui est un. 
Dimension psychologique : identité personnelle. Caractère de ce qui demeure identique à 

soi-même.  
Dimension mathématique : égalité qui demeure vraie quelles que soient les valeurs 
attribuées aux termes qui la constituent. » 

 
La similarité parfaite serait donc le trait principal caractérisant le cœur de l’identité. 
Toutefois, par précaution, regardons ce que propose le Larousse en ligne1 : 
 

« Rapport que présentent entre eux deux ou plusieurs êtres ou choses qui ont une similitude 

parfaite.  
Caractère de deux êtres ou choses qui ne sont que deux aspects divers d’une réalité unique, 
qui ne constituent qu’un seul et même être. 
Caractère permanent et fondamental de quelqu’un, d’un groupe qui fait son individualité, 

sa singularité : personne qui cherche son identité. » 

 
A l’extrême opposé de la similitude proposée par Le Petit Robert, nous faisons, ici, face à 
l’unicité.  
Ces définitions donnent naissance à un paradoxe : l’identité confèrerait un caractère à la 
fois unique et similaire. D’autres possibilités existent : l’individu face au groupe, ou encore 
l’aspect objectif face à son collègue subjectif. Ici se dessinent les premiers contours : moi 
en tant qu’individu mais faisant également partie d’un (ou de) groupe(s) déterminé(s). 
Attardons-nous un peu sur ces deux sujets. 
 
 
                                                 
1 https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais 
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3. Deuxième escale : définition des acteurs 
 Quand on s’intéresse à l’identité, on avance assez souvent la question du je, l’individu. 
Mais quelle est notre première forme, notre toute première identité ? Il s’agit d’une simple 
et unique cellule qui se subdivise ensuite pour aboutir à deux nouvelles cellules, et ainsi de 
suite. D’un point de vue biologique, les cellules qui composent notre corps à tout stade de 
la vie sont, faut-il le préciser, essentielles à notre survie. D’ailleurs, les images et autres 
représentations que chacun a du concept de vie et de mort sont les suivantes : ce qui vit est 
positif, ce qui meurt ne l’est pas. En somme, un événement malheureux est souvent privatif 
(quelque chose a disparu, et c’est bien de là que des sentiments de même teneur nous 
affaiblissent).  
Revenons à nos cellules : l’idée, fausse, que chacun pourrait avoir, c’est de penser que nos 
cellules se multiplient à l’infini. Il n’en est rien puisqu’un être humain en bonne santé est 
une personne dont les cellules meurent et se renouvellent. Concrètement, chacune d’elle 
possède deux gènes spécifiques, responsables de deux actions importantes. Le premier 
déclenche le suicide de la cellule (l’exécuteur) ; le second l’empêche temporairement de 
mettre fin à ses jours (le protecteur). 
Dans le cas de maladies graves tel que le cancer, il ne s’agit pas du gène responsable de la 
fonction autodestructrice de la cellule, mais bien l’intervention du protecteur qui empêche 
temporairement la cellule de se détruire, à une différence près. Ce gène, modifié 
génétiquement, empêchera définitivement la fonction suicidaire, ce qui aura pour effet de 
lui accorder toute liberté pour voyager à travers les différents organes de notre corps et, par 
conséquent, de contaminer d’autres cellules.  
Cette analogie médicale permet d’identifier les acteurs en jeu : la cellule et ses gènes. En 
ce qui nous concerne, le je et autrui. Si la cellule ne peut exister sans ses deux gènes, nous 
ne pouvons exister sans autrui.  
Enfin, pour conclure cette partie biologique, le renouvellement cellulaire est loin d’être 
anodin. Nous-mêmes (êtres humains), nous nous renouvelons, ou plutôt, nous nous 
modifions, nous faisons appel à un processus de reconstruction, volontaire ou non, tout au 
long de la vie. Voyons de près tout cela en faisant une halte dans la région de la 
psychologie sociale. 
 

4. Troisième escale : les acteurs entrent en scène 
Notre objectif sera de faire apparaître la nécessité d’autrui à l’établissement de notre 
identité. Plus simplement, je a besoin de tu/vous pour exister. En somme, autrui serait un 
miroir social  pour nous.  
 
A cette fin, Boris Cyrulnik, médecin et psychologue, nous parle de notions primaires pour 
nous dénommer : le je et le moi. Le premier nous situe sur le plan de l’inconscience d’être. 
Lorsque nous parlons ou effectuons un calcul mental, ou encore lorsque nous gesticulons 
en parlant, nous n’avons absolument pas conscience de ce que nos neurones font. Nous ne 
leur disons pas non plus d’agir selon notre propre volonté. Quant au moi, celui-ci fait 
référence à une hyper-représentation de nous-mêmes : une représentation consciente de 
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l’idée que nous nous faisons de nous. Autrement dit, une autre instance de nous-mêmes, 
plus subjective que le je.  
Ces actions ou comportements inconscients sont vus et assimilés par autrui, tandis que la 
représentation du je provient de nous. Si la nature des deux objets est identique, alors le je 
existe, accepté par autrui : nous parlerons de « symbiose identitaire ». Toutefois, ces cas 
sont rares et il est plus souvent question de conflits : dès lors, des actions de médiation2, 
des négociations sont à mettre en place. Ces tensions étant quotidiennes, nous sommes 
soumis à des choix prédéfinis : refuser l’identité imposée par autrui, ou bien la négocier, ou 
tout simplement, l’accepter. Ceci entraîne une fatigue psychologique, qui peut nous 
conduire, dans certains cas, à adopter des comportements déviants (schizophrénie, trouble 
dissociatif de l’identité) dans le but d’assurer notre survie sociale.  
 

5. Quatrième escale : la classe, un autre monde social 
Prenons la situation fictive suivante : un étudiant qui dort pendant qu’un enseignant est en 
pleine explication grammaticale. 
 
En premier lieu, que se passe-t-il chez l’enseignant ? Celui-ci peut penser que l’étudiant est, 
par exemple, fatigué, mais il peut aussi estimer que l’étudiant n’est pas intéressé par son 
cours et préfère dormir, sans s’en cacher. Si la seconde option est choisie par l’enseignant, 
ce dernier estimera, nous le supposons, que son cours, et sa préparation ne sont pas valides 
aux yeux de cet étudiant, ce qui, par assimilation, revient à dire que sa qualité 
professionnelle, autrement dit son identité d’enseignant, est remise en question. Du point 
de vue de l’étudiant, celui-ci impose, par ses représentations, des caractéristiques tout aussi 
négatives à son enseignant : ce dernier ne s’intéresse pas à lui, et ses informations et 
activités sont ennuyeuses, etc.  
Sans dialogue, sans intervention d’un tiers, ou changement d’une partie ou de la totalité des 
actants, chacun restera certainement sur une identité imposée unilatéralement à l’autre et il 
y aura, ainsi, très peu de chances de voir l’apparition d’une quelconque solution.  
Cet exemple met en lumière le phénomène de catégorisation. Celui-ci peut prendre 
plusieurs formes, mais nous nous intéresserons ici au stéréotypage.  
 
Souvent décriés, les stéréotypes sont essentiels pour nous et nous les utilisons au quotidien. 
L’homme social ne peut vivre sans catégoriser autrui. C’est un processus naturel qui nous 
permet de mieux saisir l’autre pour justifier notre place et les actions adéquates à apporter. 
Pour preuve, certains actes de parole que chacun de nous a déjà entendus et/ou utilisés. Ne 
serait-ce que le fameux : « Le nouveau, je ne le sens pas, je ne sais pas comment le situer ». 
Ici, on remarque notre détresse : l’incapacité à catégoriser « le nouveau ». En être 
incapable, c’est ne pas savoir quelle attitude adopter lorsqu’il s’agit de négocier, médier 
avec lui. Par conséquent, mettre quelqu’un dans une boîte, c’est se rassurer 
psychologiquement et déterminer la solution idéale (mais subjective) menant au succès.  

                                                 
2 Plus de détails dans le volume complémentaire du CECRL. 
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Nous autres, enseignants, catégorisons parfois nos étudiants, et cela peut avoir de 
mauvaises conséquences. En effet, pour reprendre l’exemple de l’étudiant qui dort en 
classe, l’enseignant va certainement le qualifier d’étudiant paresseux. Or, cette 
catégorisation abusive prive ce dernier de toute échappatoire possible. Il arrive que 
l’étudiant prenne conscience de l’importance de ses études et souhaite changer, mais 
comment peut-il faire si l’attitude de l’enseignant ne l’invite pas à changer ? L’étudiant, 
désarmé, est souvent contraint à la passivité, au rejet de son apprentissage. 
La question est certes complexe, mais nous recommandons en premier lieu de dialoguer 
avec l’étudiant pour que les étiquettes étudiant/professeur disparaissent, dévoilant d’autres 
identités, dont une commune aux deux acteurs : être humain3. 
Alors que nous arrivons au terme de notre voyage, de nouvelles pistes annonçant notre 
prochaine destination semblent faire leur apparition. 
 

6. Nouveaux horizons 
En guise de conclusion, nous souhaiterions mettre l’accent sur la pluralité des questions, 
liées à l’identité, pour lesquelles de plus amples recherches mériteraient d’être entreprises. 
Mais parmi celles-ci, nous voudrions mettre en avant la suivante : connaître la culture de 
ses apprenants, est-ce l’assurance d’un enseignement réussi ? Une question potentiellement 
polémique mais dont les réponses pourront certainement nous aider à reconsidérer le rôle 
et la place des informations, représentations, stéréotypes et autres identités culturelles en 
mouvement. 
 
 
 

Bibliographie indicative 
 
ABDALLAH-PRETCEILLE, M., Les métamorphoses de l’identité, Economica Anthropos, 
2006 
MARC, E., Psychologie de l’identité – Soi et le groupe, Dunod, 2005 
 
 

Sitographie 
 
CYRULNIK, B., Cerveau et psychothérapie, Université de Nantes, 2014. 
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3 On peut se limiter au substantif, mais nous recommandons également le sens issu du groupe verbal à 
l’infinitif. 
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Thème 2 
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1．はじめに 

外国語を学ぶ際に出てくる言語についての素朴な疑問は、学習者の言葉に対する純粋な知的

好奇心から生まれるものである。しかし、こうした疑問の一つ一つにこだわりすぎると学習効

率が悪いため、徐々に言葉に対して「問い」を持つ習慣をなくしてしまい、いつしか「そう言

うものだから」と問いを飲み込んでしまうようになる。学習者のこうした素朴な疑問は、言語

にとって本質的な点を突いたものであることが多く、語学教員としてもそれに誠実に答えるの

は困難を伴う。ただ、語学教員としては、可能な限りその問いに向き合い、学習者の知的好奇

心を刺激し、フランス語学習の動機付けとしていきたいところである。 

本稿の執筆者の 3名は中世研究を専門としており、研究上の必要性からラテン語、古フラン

ス語、古オック語、中フランス語など、様々な言語を学んできた。フランス語学習者が抱く素

朴な問いの中には、こうした古い言語の文法、いわゆる「歴史文法」によって説明可能なもの

が少なくない。「フランス語」を一枚岩の規範的／固定的な言語として捉えるのでなく、歴史

的な文脈の中で捉えることで、現代のフランス語に見られる様々な規則性と例外に通時的な変

化の過程を見いだすことができるだろう。歴史文法の知識は、実用的な観点からフランス語を

学んでいるだけでは得ることができない、言葉の深遠さに触れることを可能にするのである。

教員は、学習者が持つ「問い」の全てに答えることはできない。しかし、一つ一つの問いを誠

実に受け止め、回答を得るための道筋を示すと言う知的態度を教員が示すことは、大学での語

学教育において重要なことではないだろうか。フランス語史的発想や歴史文法の知識は、学習

者の言語に対する素朴な問いへの解答への鍵となるのである。 

以下では、フランス語初学者が抱く疑問の代表的な例と思われる「名詞の性」、「不規則動詞

の活用」、「フランス語の数詞」を取り上げ、歴史文法的観点からの学習者への説明の例を提示

していく。 

 

2．なぜフランス語の名詞は、男性と女性に分かれているのか？ 

1 つめの問いは、名詞の性に関するものである。フランス語はインド＝ヨーロッパ語族の 1

つで、この語族に含まれるほとんどの言語には文法的な名詞の性の区別が存在する。インド＝
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ヨーロッパ祖語は、男性、女性、中性の三性だったと考えられているが、それは「有生」animés

と「無生」inanimésの 2つのカテゴリーから分化したと推定されている1。有生名詞については、

文法的な性は原則として自然の性に従う（ex. coq / poule, chien / chienne）。しかし無生名詞につ

いては、論理的な推論から男性と女性を判別することが難しい（ex. mur (m.) / muraille (f.)）。ま

た名詞の性は言語によって異なっている。たとえば、「サラダ」はフランス語で女性名詞 la salade

だが、ドイツ語では男性名詞 der Salatとなっており、無生の名詞の性と名詞が指す概念との間

に関係性は見られないのである。 

フランス語における名詞の性の多くは、その直接の先祖であるラテン語の性に由来する。ラ

テン語の性は、男性、女性、中性の 3 つである。無生名詞の多くは中性に登録されているが、

雌雄の別によって象徴的に捉えることが可能なものは、男性と女性に分類されるものもあった。 

中性名詞のカテゴリーは大半のロマンス語で消滅したが、男性／女性の対立は維持され、ラ

テン語の中性名詞は男性名詞・女性名詞に振り分けられた。この振り分けには、主に男性が用

いるもの、女性が用いるもの、男らしいイメージを持つもの、女らしいイメージを持つものな

どといった類推によるものもあったが、一番多いのは接尾辞の形や語末音による振り分けであ

る。ラテン語の形容詞の大半では、変格語尾の -us は男性形、-a は女性形を示すが、名詞で

はこの変格語尾は必ずしも性の指標とはならなかった。たとえば、dominus（主人）は男性だ

が、populus（ポプラの木）は女性名詞であり、rosa（薔薇）は女性名詞だが、agricola（耕作人）

は男性名詞である。 

ロマンス語では、ラテン語で-us の語尾を持っていた名詞を男性に、-a の語尾を持っていた

ものを女性に登録する傾向が強い。たとえば、「手」を意味する manusを除き（仏：main）、-us

で終わる名詞は全て男性名詞に登録された。樹木名の多くはラテン語では-us の語尾をもつ第

４変格の女性名詞だったが、ロマンス語では語形から全て男性名詞に変わった（ex.「松」pinus 

(f.) → pin (m.)、「もみ」sapinus (f.) → sapin (m.)）。 

中性名詞は変格語尾の -m が脱落することによって、文法性の振り分けの混乱はますます大

きくなった。ラテン語の中性名詞の単数形の多くは男性名詞に組み入れられた（ex.「空」caelum 

(n.) → ciel (m.)、「ワイン」vinum (n.) → vin (m.)）。中性名詞の複数形の語尾 -aは女性名詞の

単数形の語尾と同じだったため、複数形で使われることが多かった中性名詞はロマンス諸語で

は女性単数名詞となったものが多い（「武器」armum, arma (n. pl.) → arme (f.s.)、「葉」folium, folia 

(n. pl.) → feuille (f.s.)、「唇」labrum, labra (n. pl.) → lèvre (f.s.)）。果実名の大半は中性名詞だっ

たが、フランス語では女性名詞となった（「梨」pira → poire、「りんご」poma → pomme）。 

 

3．どうして être や aller の活用は、こんなにも不規則なのか？ 

2 つめの問いは、活用に関するものである。フランス語の動詞の活用を解説する際、難儀す

るのが「不規則動詞」の活用だろう。基本動詞の中では être, aller などが代表的なものとして

挙げられるが、なぜこれらはかくも不規則な活用体系を持っているのだろうか。不規則動詞が

生まれる理由として、石野 (2017) は「使用頻度が高い動詞ほど不規則動詞になりやすい。な

ぜならよく使うため、楽に発音できる形に変えられやすく、その結果規則的でなくなるが、よ

く使うため、多少不規則でも忘れることはないので、形が維持されるから」と述べている2。し

かし、êtreと allerに関しては「使用頻度が高いから、不規則になった」という点のみならず「複

                                                 
1 Guy JUCQUOIS, « INDO-EUROPÉEN », Encyclopædia Universalis [en ligne], consulté le 21 avril 
2019. URL : http://www.universalis.fr/encyclopedie/indo-europeen/ 
2 石野好一『中級フランス語文法――フランス語をもっと知るために』駿河台出版社, 2017.  
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数の動詞が合成された結果、不規則になった」という点からも説明が可能である。 

 

◆être の成り立ち 

êtreは、フランス語の動詞の中でも極めて不規則な活用体系を持つ。なぜこのような不規則

活用になったかというと、êtreの中に 2つの古典ラテン語の動詞 esse（～である）と stare（立

っている）が混在しているからである。まず、不定詞 êtreは、esse（古典ラテン語）→ ess(e)re

（俗ラテン語）→ estre（古フランス語）→ être（現代フランス語）という変化によってでき

たと考えられる3。esseに基づく形は、古典ラテン語の完了時制の語幹 fu- が直説法単純過去

（fus, fut...）や接続法半過去（fusse, fusses...）に、俗ラテン語の不定詞 essere が直説法単純未

来（serai, seras...）や条件法現在（serais, serait...）などに残っている。続いて stareに基づく形は、

古フランス語の不定詞 est(er) が直説法半過去（étais, était...）、過去分詞（été）、現在分詞（étant）

などに残っている。 

 

◆aller の成り立ち 

êtreに並ぶ不規則な活用体系を持つ動詞として、allerが挙げられる。aller を活用する際には

語幹に v-, all-, ir- といった語幹が出てくるが、all- はまだしも、v-, ir- が出てくるのはなぜか。

それは、aller の中に 3つの古典ラテン語の動詞 ambulare（歩き回る）, vadere（前進する）, ire

（行く、歩く）が混在しているからである。まず、不定詞の allerは、ambulare（古典ラテン語）

→ amlare, alare（俗ラテン語）→ aler（古フランス語）→ aller（現代フランス語）という変化

によってできたと考えられる。これに基づく形は、直説法現在（allons, allez）、直説法半過去

（allais, allait...）、接続法現在（aille, ailles...）、接続法半過去（allasse, allasses...）、過去分詞（allé）、

現在分詞（allant）などの語幹に広く見られる。続いて vadereに基づく v- の語幹は直説法現在

（vais, vas, va, vont）に見られるし、ire に基づく ir- の語幹は直説法単純未来（irai, iras...）や

条件法現在（irais, irait...）に見られるのである。 

このように êtreや allerの活用は、複数の動詞の、時代ごとに異なる形態が長い時を経て融合

してきた結果といえよう。なお、êtreの活用は直説法現在の形が最も不規則だが、これは古典

ラテン語 esseの直説法現在の活用を殆どそのまま踏襲していると考えていいだろう。「～であ

る」を意味する動詞は、古典ラテン語の時代から既に不規則な活用体系を持っていたのである。 

 

直説法現在の活用形態の変遷 

古典ラテン語  古フランス語  現代フランス語 

sum → sui, soi, suis → je suis 
es → ies, es → tu es 
est → est → il est / elle est 

sumus → somes, sommes → nous sommes 
estis → estes → vous êtes 
sunt → sunt, sont → ils sont / elles sont 

 

 

                                                 
3 ess(e)reからestreへの変化の過程において t が挿入される理由は、s と r が隣り合って発音
しにくく、つなぎの子音を入れることで、楽に発音できるようにするため。これは「語中音添
加」épenthèseと呼ばれる現象であり、「母音+ s +子音 r」において s が「有声」の場合には子
音との間に d が、s が「無声」の場合には子音との間に t が発生する。 
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4．なぜフランス語の数詞はこんなにも複雑なのか？ 

3 つめの問いは、数詞に関するものである。フランス語の数詞は、かくも複雑な体系を持っ

ている。歴史文法の知識を使えば全ての説明がつくというわけではないが、多少なりとも学習

者の暗記の負担を軽減する論理を提供することは可能である。本稿では、とくに初級文法の指

導の際に問題となる 3 つのポイント――1. seizeから dix-septへの移り変わり、2. 接続詞 etの

有無、3. 70から 99の数詞――を扱うことにする。 

 

◆seize から dix-sept への移り変わり 

基数詞の 16に続く 17で、いきなり数の形態が変化することに戸惑いを覚える学習者は多い

だろう。なぜこのような変化が生じるのかというと、古典ラテン語から現代フランス語への変

化の過程において、同じ数詞を示す複数の表現が存在したためである。 

 

基数詞の歴史的変遷（11～22） 
数字 古典ラテン語 古フランス語 現代フランス語 

11 undecim onze onze 
12 duodecim doze douze 
13 tredecim treze treize 
14 quattuordecim quatorze quatorze 
15 quindecim quinze quinze 
16 sedecim seze seize 

17 
septemdecim 

（俗ラテン語 decem et septem） 
dis et set / dis set dix-sept 

18 
duodeviginti / octodecim 

（俗ラテン語 decem et octo） 
dis et uit / dis uit dix-huit 

19 
undeviginti / novemdecim 

（俗ラテン語 decem et nove） 
dis et nuef / dis neuf dix-neuf 

20 viginti vint vingt 
21 viginti unus vint et un / vint un vingt et un 
22 viginti duo vint et deus / vint deus vingt-deux 

 

17を例にとると、古典ラテン語では septemdecim（7 と 10）という形態があったことがわか

る。それが俗ラテン語になるにつれて decem et septem（10と 7）へと順番が変化し、この形態

が広まった結果、古フランス語では dis et set / dis setとなり、最終的に dix-septが現代フランス

語として残ったのである。そもそも古典ラテン語では、十の位と一の位の組み合わせの方法が

2 通りあったことにも注目しておきたい。1 つは現代フランス語と同様、十の位の後に一の位

を置く方法（ex. 22：viginti duo）。もう 1つは、一の位の後に十の位を置き、両者の間に接続詞

etを入れる方法である（ex. 22：duo et viginti）。さらに俗ラテン語では、2通りの組み合わせが

混ざった形（ex. 22：viginti et duo）が存在していたことも付言しておく。 

 

◆接続詞 et の有無 

vingt, vingt et un, vingt-deux…と続くとき、一の位が「1」の時だけ接続詞 etが挿入される現

象がある。なぜ etが入るのかという問いに関しては、歴史文法の知識を用いても明確な結論が

出せない状態である。この書式の歴史を紐解いてみると、17世紀の文法家 Antoine Oudinは自

著 Grammaire française rapportée au langage du temps (1632) の中で「あらゆる数詞に対して、et

を書くこと」を勧めている。つまり、17 世紀当時は接続詞 et を入れたり、入れなかったりと
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書式が混在していたのである（ex. 21：vingt et un / vingt-un）。結局、この勧告は守られなかっ

たわけだが、2つの数字の間に etを入れる／入れないという議論は以後 19世紀まで続き、1846

年には当時の文法家 Louis-Nicolas Bescherelleも自身の辞書で「vingt et un / vingt-unのいずれの

言い方も可能」としている。こうして 2 つの書式が長く共存した結果、現在では 21、31、41、

51、61、71には接続詞 etをつけ、81、91は quatre-vingt-un、quatre-vingt-onzeと etをつけない

ことになっているが、その決定の過程は不明瞭である。 

 

◆70 から 99 の数詞 

60 までは単純に十の位と一の位を合算して数を表現するが、70 以降は同じルールが適用で

きないのが、フランス語の数詞のややこしいところである。なぜ 71 を示すのに「70+1」では

なく「60+11」と表現するのか、なぜ 80 を示すのに「4×20」と表現するのか。それは、古代

ローマ人たちが使用していた 10進法と、ケルト人たちが使用していた 20進法が混在している

ためである。 

 

基数詞の歴史的変遷（70、80、90） 
数字 古典ラテン語 古フランス語 現代フランス語 

70 septuaginta setante, septante soixante-dix / septante 
80 octoginta oitante, octante / quatre vinz quatre-vingts / huitante (octante) 
90 nonaginta nonante quatre-vingt-dix / nonante 

 

ただ、言語学者 André Martinetは後者のガリア由来に疑問を呈しており、ケルト人たちが 20

進法を使用していたという明確な根拠はないと述べている4。そもそもなぜ 20進法なのかとい

うことに関しては諸説あるが、20は大きな数字であり、完全なものを表す「1つの単位」であ

ったことは確かである。フランスの教育機関での点数評価が 20 点満点でなされているのも、

それに関係しているのかもしれない。septante, huitante (octante), nonanteなどの数詞は、スイス、

ルクセンブルグ、ベルギー、またベルギーの植民地であったコンゴ民主共和国、ブルンジやル

ワンダで使用されているが、これらの書式はフランスではあまり普及しなかった。その理由は、

いまだ謎に包まれている。 

 

 

 

                                                 
4 André Martinet, « Soixante-dix et la suite... », Interlinguistica, Festschrift zum Geburtstag von Mario 
Wandruszka, Tübingen, Niemeyer, 1971, pp. 215-219. 



Rencontres Pédagogiques du Kansaï 2019                                       

72 
 

Thème 2   
 

Développer le lexique et l’autonomie des apprenants 
par la lecture 

 
 

BELEC Cédric 
Université de Kwansei Gakuin 

shiva_b_c@yahoo.co.jp 
 
 

Quand ils sont sélectionnés pour aller étudier en France, nos étudiants sont souvent 
insuffisamment préparés sur le plan linguistique. Si l’enseignement universitaire au Japon 
leur permet d’avoir un aperçu du système grammatical de la langue française, celui-ci reste 
en partie théorique. En effet, le volume horaire limité des cours de communication et de 
grammaire n’offre pas aux étudiants la possibilité de pratiquer la totalité des structures 
présentées en classe. D’où l’idée de les amener à développer par eux-mêmes leur 
vocabulaire et à consolider leur connaissance du système grammatical et phonologique du 
français par la lecture. Ceci en s’appuyant d’une part, sur la traduction japonaise pour 
permettre aux apprenants d’inférer plus facilement le sens des termes inconnus et, d’autre 
part, sur la mise en voix du texte par un natif.  

 
1. Notion de texte 

Avant d’aborder les processus mis en jeu lors de la lecture, il convient tout d’abord de 
définir la notion de texte. Selon le CECR (2001.75), il renvoie à « toute séquence discursive 

orale ou écrite que les usagers/apprenants reçoivent, produisent ou échangent1. » Dans cette 
perspective, tout écrit est porteur d’une intention de communication. Pour une définition 
plus précise, on peut aussi s’appuyer sur celle de Hamid Mohamed2 : « […] Premièrement, 

un texte oral ou écrit, quel qu’il soit, présente un ensemble linguistique organisé. […] 

Deuxièmement […], il sert à transmettre les idées de l’auteur et son contenu se fonde sur un 

thème dans un domaine particulier. Troisièmement, le texte, production verbale socialement 

située, témoigne de la présence de l’auteur dans un contexte précis. »  

 
2. Processus mis en jeu lors de la lecture  

Compte tenu des définitions précédentes, on réalise qu’un écrit s’appréhende plus 
difficilement que lorsque l’émetteur et le récepteur sont en présence. En effet, les contextes 
de production et de réception peuvent se distinguer. De plus, l’émetteur ne peut moduler son 

                                                 
1 Conseil de la coopération culturelle, op. cit. : 75. 
2 Hamid Mohamed, A. 2009, « Problématique de l’écrit en situation d’apprentissage : difficultés liées à 
la reprise anaphorique et à la progression thématique chez des apprenants universitaires soudanais en 
FLE », Th. univ., Sciences du langage mention FLE, Université́ de Franche-Comté, Besançon. 
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message en fonction du degré de compréhension de son interlocuteur afin d’optimiser la 
situation de communication. L’auteur d’un texte doit adapter son vocabulaire et la 
formulation de ses phrases à son lectorat, en tenant compte de la connaissance supposée de 
son contexte d’émission, qu’il soit culturel, géographique, social, etc. Saisir le sens d’un 
écrit implique donc non seulement des compétences d’ordre sémiologique (compréhension 
des signes) et linguistique, mais aussi pragmatique. Chacune d’elles supplée au besoin les 
éventuelles lacunes des deux autres. Le contexte peut en effet permettre d’inférer la 
signification d’un terme. L’organisation des mots au sein d’une phrase peut, quant à elle, 
renseigner sur la pensée et la psychologie de l’auteur et donner des clés pour situer le climat 
politique et social. Ainsi, la dialectique entre ces éléments permettra au récepteur du texte 
d’en interpréter le message, pour finalement le conduire vers sa compréhension.  

Dans l’article « Reading: A psycholinguistic guessing game », Goodman3 expose son 
hypothèse du fonctionnement de la lecture en dix points résumés, en trois parties, de la 
façon suivante : 

− Reconnaissance : le cerveau identifie les clés graphiques et commence la lecture. 
− Prédiction : il interprète et anticipe sur ce qui va suivre.  
− Confirmation : il entérine ou non les prédictions. En cas d’incohérence, il recherche 

de nouveaux indices et formule d’autres hypothèses.  
Dans ce processus, on mesure l’importance de l’interprétation et de l’anticipation du 

sens pour la compréhension d’un écrit. Bronckart4 synthétise ce point de vue ainsi : « Un 

texte ne prend sens qu’à travers l’activité d’interprétation de ses lecteurs, activité qui 

reconstruit du sens à partir des indices disponibles dans la matérialité textuelle ». 

 
3. La lecture en classe de FLE  

Dans le FLE, l’approche globale des textes est privilégiée, puisque, grâce à elle, les 
étudiants entrent progressivement dans les écrits avec notamment des stratégies 
d’anticipation et d’interprétation du contenu des documents. Cuq et Grucca5 distinguent 
deux phases importantes. Dans la première, les apprenants sont invités à s’appuyer sur la 
perception d’ensemble du texte avec le titre, le sous-titre, les éléments typographiques, 
iconiques, la mise en forme, la présence éventuelle d’illustrations, etc. Cette première étape 
d’identification donne au lecteur des informations sur le genre du document traité et sur 
son sujet. La phase suivante l’incite à repérer les mots clés, les articulateurs logiques et les 
éléments anaphoriques nécessaires à sa compréhension. À la fin de cette phase, l’apprenant 
doit pouvoir répondre aux questions : « Qui ? », « Quoi ? », « À qui ?  », « Quand ? », 
« Comment ? », « Pourquoi ? ». Cette entrée progressive dans le texte évite la lecture 
linéaire et le déchiffrage mot à mot. L’enseignant, en validant les propositions des 
apprenants ou en reformulant ses questions, permettra à ceux-ci d’infirmer ou de confirmer 

                                                 
3 Goodman, K (1967), « Reading: A psycholinguistic guessing game. » Journal of the reading specialist 
4 Bronckart, J.-P. 1987, « Interactions, discours, signification » in Chiss, J.-L., Filliole, J. (éds.), Langue 
française : la typologie des discours, n°74, Paris : Larousse, pp. 29-50. 
5 Cuq, J.-P., Gruca, I. Cours de didactique du français langue étrangère et seconde. Grenoble : Presses 
universitaires de Grenoble, 2005, pp. 161 et 162. 
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leurs hypothèses. Par sa maîtrise du système linguistique, sa connaissance du contexte 
culturel, social, politique, etc. dans lequel s’inscrit le texte, le professeur joue le rôle de 
guide et de facilitateur dans la dialectique qui s’opère entre l’apprenant et le document écrit. 
Les textes, quant à eux, intègrent un lexique et une syntaxe complexes, de nature à enrichir 
la palette expressive des apprenants. Malheureusement, le volume d’heures consacrées au 
français à l’université ne permet d’aborder qu’une quantité restreinte d’œuvres. Dès lors, 
comment développer le vocabulaire, nécessairement limité, des étudiants candidats au 
séjour linguistique ? Une solution consiste à les mener sur le chemin de la lecture loisir en 
autonomie, c’est-à-dire sans le professeur, avec l’aide de la traduction. 

 
4. La traduction dans l’apprentissage du français langue étrangère  

La traduction se situe au cœur de la méthode traditionnelle à travers le thème et la 
version. Cependant, si son utilisation peut s’avérer pertinente dans l’étude des langues 
mortes, elle ne permet pas une communication efficace pour des raisons que nous 
aborderons plus loin. Ceci lui vaut d’être rejetée dans l’enseignement du FLE. Les 
tendances actuelles privilégient clairement l’interprétation des signes de la langue cible par 
d’autres de cette même langue. On peut cependant objecter aux tenants de la méthodologie 
naturelle, qui excluent la langue maternelle, que le parallèle entre l’acquisition de la L1 et 
de la L2 se révèle discutable. En effet, l’appropriation de la L1 s’effectue directement, sans 
autre code linguistique préalable. Par contre, dans le cas de l’apprentissage de la L2, on 
dispose déjà d’un code. Ne pas s’appuyer sur celui-ci, et par extension, sur tous ceux que 
l’on possède à des degrés divers, reviendrait à se priver de clés de compréhension des 
mécanismes mis en jeu dans chaque système linguistique. Ainsi, selon Alaoui6, cette 
comparaison des langues « permet aux apprenants d’avoir un regard analytique et 
linguistique sur des pratiques langagières pour lesquelles ils n’ont souvent aucun 
métalangage. » Cela est de nature à développer une capacité de raisonnement sur le 
langage, qui favorise, à nos yeux, l’autonomie. 

Voyons les justifications du rejet de la traduction dans les classes. On en distingue trois :  
− Au lieu de comprendre directement dans la langue cible, l’apprenant développe de « mauvaises 

habitudes » consistant à rester dépendant de la traduction. 

− Lorsqu’on traduit un énoncé aux étudiants, ceux-ci ignorent la langue étrangère.  

− À défaut de chercher à saisir le sens dans la langue cible, ils passent par une phase transitoire qui 

ralentit la compréhension et donc la communication.  

Si ces justifications sont fondées, les défenseurs des méthodologies condamnant la 
traduction semblent oublier que, généralement, l’accès de l’élève au sens passe par sa langue 
maternelle. Il en résulte que « le rejet systématique de la L1 les oblige parfois à des 
« pirouettes » inutiles, d’autant que l’élève traduit de toute façon dans sa tête, sans qu’il 
puisse avoir la possibilité de vérifier le degré d’exactitude de sa traduction » (Germain7). 

4.1 Les limites de la traduction 
                                                 
6 Alaoui, D.C. « Analyse de Comparons nos langues » Alsic [En ligne], Vol. 10, n° 2 | 2007 
7 Germain, C. (1993) Évolution de l’enseignement des langues : 5000 ans d’histoire, Paris : Clé 
International. 
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La traduction est intrinsèquement limitée par le fait que chaque langue traduit une 
certaine conception du réel différente des autres systèmes linguistiques. Ceci est souligné 
par Sapir, cité par Lenzen8 « Les mondes dans lesquels évoluent différentes sociétés sont des 
mondes distincts et pas un monde identique avec des étiquettes différentes ». Cependant, 
pour Mounin9, « la théorie de l’intraduisibilité est construite toute entière sur des exceptions. 
Elle est même la généralisation des cas exceptionnels, étendue à tous les cas ». Il exprime ici 
le fait que si certaines réalités ne trouvent pas leur équivalent dans toutes les langues, des 
universaux demeurent qui rendent possible la traduction. Même si la forme d’arrivée se 
révèle très différente de la langue d’origine, le fond est préservé. La déverbalisation va dans 
ce sens. C’est une « étape du processus de traduction qui intervient entre la compréhension 
du texte de départ et sa réexpression dans une autre langue, et qui consiste en un 
affranchissement des signes linguistiques préalables et nécessaires à la synthèse du sens » 
(Delisle et al.)10.  

 
5. Présentation du stage expérimental 

En mars 2019, nous avons testé sur une semaine la validité de la lecture bilingue en 
autonomie comme procédé permettant d’approfondir la maîtrise du français sur un panel 
d’une vingtaine d’étudiants. Comme l’activité de lecture ne résume pas à elle seule 
l’ensemble des pratiques mises en œuvre durant le stage, nous ne ferons pas état des autres 
démarches dans cet article. Par ailleurs, dans une perspective de travail en autonomie, il 
pourrait sembler surprenant d’intégrer un tel procédé dans une pratique collective encadrée 
par des professeurs. Toutefois, tester cette démarche en classe nous a permis de mesurer les 
bénéfices réels de celle-ci. 

5.1 La traduction dans ce dispositif expérimental 
Si la déverbalisation présente un avantage non négligeable dans la traduction, en ce 

qu’elle permet de restituer plus fidèlement l’intention d’un auteur, elle n’a pas été retenue 
dans notre dispositif expérimental. En effet, notre objectif consiste à amener les étudiants à 
inférer le sens du texte français à partir de la traduction japonaise. Celle-ci doit donc, 
autant que possible, suivre la forme de la phrase française. Nous avons, dans ce but, 
modifié la version japonaise originale. Si cette démarche s’avère contestable pour de hauts 
niveaux, elle trouve sa justification avec un public de niveau intermédiaire en ce qu’elle 
permet aux apprenants d’accéder à des textes authentiques sans l’aide d’un professeur.  

5.2 Choix des livres 
La sélection des ouvrages était tout d’abord conditionnée par l’existence de chacun 

d’eux en versions française et japonaise. Par ailleurs, dans le but de satisfaire le plus grand 
nombre, nous nous sommes tournés vers des best-sellers. La littérature enfantine a 
constitué notre point de départ avec les volumes 1 et 4 de La cabane magique de Mary 
Pope Osborne. C’est cette collection qui a été testée durant le stage. Pour la suite, dans une 

                                                 
8 Lenzen, T. (2005) Traductologie en LEA, Nantes, Les Éditions du CRINI, p. 13 
9 Mounin, G. (1963) Les problèmes théoriques de la traduction, Paris : éditions Gallimard, p. 266 
10 Delisle, J., Lee-Jahnke, H. et Cormier, M.C. (1999) Terminologie de la traduction, Amsterdam : John 
Benjamins, p. 29 
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perspective de six mois (les étudiants candidats au séjour linguistique partent le plus 
souvent en septembre), notre choix s’est porté sur des auteurs japonais avec Kitchen de 
Banana Yoshimoto et Après le tremblement de terre de Haruki Murakami. Littérature 
française et philosophie ont complété cette sélection avec L’Étranger d’Albert Camus et Le 

monde de Sophie de Jostein Gaarder.  

5.3 Procédures de classe 
Chaque séance commençait par une prise de contact avec le vocabulaire du chapitre 

pendant une dizaine de minutes en utilisant des flashcards sur le site Quizlet.com. La 
lecture venait dans un second temps, avec tout d’abord la version japonaise d’une page 
suivie de la mise en voix de celle-ci par un natif en français, les étudiants répétant en 
shadowing. Après cette phase, ils étaient invités à relire à tour de rôle chacune des phrases 
en se corrigeant mutuellement au niveau de la prononciation (liaisons, enchaînements, etc.). 
La lecture du chapitre reprenait alors en suivant ces deux étapes jusqu’à la fin dudit 
chapitre. Précisons que les participants étaient invités à étudier le vocabulaire Quizlet pour 
le lendemain. Pour finir, ils devaient s’interroger en français, sur la compréhension du 
passage en justifiant leurs réponses, les questions ayant été rédigées par l’enseignant. Cette 
justification permettait de déterminer la capacité des étudiants à retrouver dans le texte 
français les éléments de réponse. Dans l’ensemble, ils ont réalisé cette activité avec succès, 
preuve que s’ils ne maîtrisaient pas tout le vocabulaire du texte, ils étaient capables d’en 
inférer le sens. Les résultats de l’enquête ont révélé que la seule préparation du vocabulaire 
à l’aide des flashcards ne permettait pas de saisir le sens du texte pour 60 % d’entre eux. 
Par ailleurs, 77 % ont estimé que la combinaison de la version japonaise associée aux 
flashcards se révélait utile et nécessaire à la compréhension. S’agissant de ces dernières, il 
est envisageable d’intégrer les apprenants à leur élaboration. Ceci en s’appuyant sur le site 
textalyser.net qui permet de classer tous les mots d’un texte en fonction de leur fréquence 
d’apparition. Le choix des termes à traduire étant facilité par cet outil, on peut attribuer à 
chaque étudiant la conception d’un recueil de vocabulaire par chapitre par exemple.  

Pour conclure sur les bénéfices apportés par la lecture bilingue, une large majorité des 
étudiants a considéré que celle-ci les avait aidés sur les plans de la prononciation (86%), du 
vocabulaire (86%), et sur celui de la compréhension de la syntaxe des phrases (68%). 
L’envisager, en complément des cours de français, pourrait donc s’avérer pertinent.  

 
6. La lecture en autonomie : pistes d’utilisation en classe 

Dans un cours de communication intermédiaire, cette pratique pourrait trouver sa place 
comme point de départ des discussions en classe. Dans cette perspective, les étudiants 
seraient invités à se poser des questions sur un chapitre lu chez eux. L’écoute des différents 
chapitres prononcés par un natif et la traduction pourraient être mises à disposition sur le 
site internet de l’université. En dehors de la communication, ce concept trouverait 
également son utilité dans un cours d’écriture créative avec, par exemple, des histoires à 
compléter, des passages à réécrire dans tel ou tel style ; les possibilités sont multiples. Bien 
entendu, cette façon d’aborder la lecture n’a pas pour vocation de remplacer l’étude des 
textes telle qu’elle est mise en œuvre de nos jours, mais de l’enrichir. 
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はじめに 

 フランス語学習者の減少が頻繁に取り沙汰されるが、フランス文化を専門とする専修課程の

状況はさらに厳しい状況にある。「仏文科」の減少は無論のこと、フランス文化研究の専門ポ

ストは雇い止めが珍しくない状況である。この背景にはフランス文化研究が「社会の役に立た

ない」と見なされる昨今の事情が深く関係しているが、学習者の立場に身を置いても、フラン

ス文化を学ぶ意義が見出しにくいことは容易に想像できる。 

 我々教員は授業において主にフランス語・フランス文化の魅力を様々に発信する。たとえば

アフリカの人口爆発に伴うフランス語話者の世界的な増加（実用的側面）、フランスの文学・

思想・芸術といった魅惑的な教養（文化的側面）、どことなくお洒落な観光地というイメージ

（趣味的側面）といったものが思い浮かぶ。しかしフランス語圏と地理的に隔絶した日本社会

では実用性が意識できず、各種メディアに基づく多様な文化を享受できる現代にあってフラン

ス文化のみが際立つことはあり得ず、またアジア諸国が手頃な観光地として認識されることに

より、我々が発信する魅力はもはや通用しない段階にあるのではないか。 

 今や我々は視点を変える必要に迫られている。つまり教員側が専門に基づいたフランス文化

の魅力を提示し、学習目的を掲げるのではなく、個々の学生の関心に適したフランス文化をマ

ッチングすることが必要とされているのではないだろうか。すなわち従来の教育が「教員→学

生」というトップダウン型であったとすれば、今後はボトムアップ型、すなわちベクトルが「学

生→教員」へと向かう教育を考案していくことが有効性を持つと考えられるのである。 

 それゆえ、我々が重視するのは、学生個々の「関心」と「フランス」を繋げることである。

そして「学生」を主体とするのであれば、日本の大学の枠内で与えられた学習を終えるのでは

なく、生涯にわたるアクティブラーナーとしてフランス文化への関心を抱き続けることを企図

せねばなるまい。その際に、「フランス」と地理的に隔絶しているかに思える「居住地域」が
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重要性を帯びてくる。まとめるとボトムアップ型のフランス文化教育は、「関心」「フランス」

「居住地域」を「トライアングル」として繋ぎ、そこから表出する課題に取り組むことで実現

されるのではないだろうか。 

 近畿大学法学部のフランス語学習者によって構成される「フランス・トライアングル研究会」

は、以上の問題提起から 2018年の 6 月に生み出された研究会である。学習者は定期的に集合

し、自分の関心に応じてフランス文化とのマッチングを行い、それを居住地域に結びつける道

筋を議論する。居住地域についての知見を増やすため、学生が主体となりエクスカーションを

行う機会も少なくない。学生は趣味的な関心や自身が専門とする学問領域を意識するため、独

自で情報収集を行うことが多く、教員側が与えるものは極めて少ない。教員はただ議論のファ

シリテートに徹するのみである。 

 RPK2019では四名の近畿大学法学部二年生がこれまでの研究成果を発表した。以下にその内

容を紹介する。 

 

1．奥村治栄「伊勢神宮憲兵プロジェクト」 

トライアングル「関心：国際政治 フランス：憲兵制度 居住地域：三重県伊勢神宮」 

  

 本研究は、執筆者の関心である国際政治に基づくものであり、国際政治の問題、フランスの

憲兵制度、私の出身である三重県(伊勢神宮)の 3 つのトライアンギュレーションを図ったもの

である。 

 執筆者がこの問題に目を向けたのは、現在、日本には国際政治的な脅威が差し迫っているの

ではないか、と思ったからである。そこで、本研究に向けて、日本が受けている、または受け

ると思われる具体的脅威に関する研究を行った。また、実際に伊勢神宮で調査を行い、フラン

スの憲兵制度について浅くではあるが研究し、概要の理解に努めた。 

 本研究でキーワードとなるのが、国際政治的なパワーの概念のひとつであるシャープパワー、

フランス憲兵制度、伊勢神宮の精神的価値である。 

 現在、世界では非軍事的ではあるが、不当な行為で他国の世論を操作し、知らず知らずのう

ちに対象国に影響力を及ぼすパワーが発生している。こういったパワーをかつてのハードパワ

ー（軍事力・経済力）やソフトパワー（政治的魅力・文化）と一線を隠すものとしてシャープ

パワーと呼ぶ。執筆者は、非軍事的ではあるが、中長期的視点で日本の国益に損害を与えると

思われるこうしたパワーに対応するための組織が必要ではないかと考えた。そこで、フランス

の憲兵制度を模範とした組織を設立し、対応することを想定しながら、日本人の中心的価値規

範として伊勢神宮の神道を挙げた。 

 フランスの憲兵は警察として活動する一方、軍隊の一部としても活動する世界的に見ても稀

な存在である。私は、組織としてのこうした柔軟性を日本へのシャープパワーに対応する憲兵

組織として活用できないかと考えた。 

 さらに、非軍事的だが、中長期的に影響を及ぼすと思われるパワーに対して、対抗できるだ

けの価値規範が必要なのではないかと感じた。そこで、伊勢神宮の神道を中心としたソフトパ

ワーがその役割を果たせるのではないかと考えた。今回、伊勢神宮にフィールドワークするこ

とによって、改めて伊勢神宮が神秘・超自然的な存在であることを実感した。 

 今回の研究の課題としては、自分の考えや構想を理論化し、人に説明する事が不十分であっ

たことが挙げられる。この 3つをトライアンギュレーションするにあたり、理論の一般化をす

ることが出来なかったことが悔やまれる。国際政治とフランス憲兵制度、そして、伊勢神宮の
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トライアンギュレーションは困難を極めたが、フランス探求に精を出せた事は今後のフランス

研究にも繫がるのではないかと思う。 

 

2．済木周平「フランス人権宣言が日本に与えた人権問題」 

トライアングル「関心：ガンダム フランス：フランス人権宣言 居住地域：奈良県」 

 

 本研究では私の関心であるアニメ『ガンダム』から人権問題を読み取ることを試みた。考察

対象は、私の居住地域である奈良県にいまだに残るとされている部落差別である。私の地元奈

良県ではローカル TV で部落差別を抑制するための CM が放送されている。また地元の小学校

では道徳の時間に部落差別を教えられる。実家の近くには「水平社博物館」と呼ばれる、部落

差別に立ち向かった人たちの記念館が存在する。以上のことから、私は人権問題を意識するよ

うになった。そのために私は、まずガンダム内に散見される人権問題をピックアップし、フラ

ンス人権宣言に当てはめる作業を行った。その結果、ガンダムの諸作品から植民地差別、能力

差別、デザインベイビー、奴隷制度、男女差別に関係する様々なテーマを発見することとなっ

た。 

次に奈良県にどれほど部落差別が残っているのかを考察した。短い調査期間の中で私が発見

できたのは、上述の CM や、人権問題に対するマスコットキャラクターのようなものだけであ

った。つまり私にとっては間接的な要素でしかない。私と同様に、奈良県に部落差別が残って

いると感じる人は実は少ないのではないか。ましてや全国レベルではどうだろう。 

私はたまたま実家の近くに「水平社博物館」が存在するため、社会科の授業での見学を通じ

て知識を得ることができていた。地元には、奈良県に部落差別が存在する・していたことを知

っている子供が多い。水平社博物館では部落差別に立ち向かった西光万吉の演説を見ることが

できる。しかし博物館は奈良県にしかないため、他の県の人々が部落差別の問題を実感するこ

とは難しいだろう。 

そこで、私はフランスの人権思想を学ぶこと、そして日本のサブカルチャーであるアニメを

使って人権問題を周知することの有効性に目を向けた。様々な人権問題に関連するガンダムの

アニメは、絶好の教材となり得るのではないだろうか。物語を通じて差別問題の深刻さを実感

し、しかる後にフランス人権宣言に代表される思想を学び、それを周囲の差別問題に当てはめ

ることで、私たちはリアリティを感じながら差別問題に立ち向かうことができるのではないだ

ろうか。それは普段見過ごされがちな部落差別を様々な人に知らせ、考察のきっかけを与える

ことにも役立つはずである。 

 

3．有川創太郞「アートに感じる感情とその正体」 

トライアングル「関心：映画や絵画などの芸術 フランス：アルフレッド・シスレー 地域：

埼玉、大阪」 

 

 本研究は地域(故郷)に対する懐かしさと私の興味関心である芸術作品に対して感じる懐かし

さという感情から、自分にとっての故郷とは、また自分にとっての芸術とは何なのかを考えて

いくという研究である。なぜ懐かしさという感情を用いて考えていくことになったのかだが、

その理由には地域と芸術について考えていった結果、そこで生まれた二つの疑問を解く鍵とな

るのが「懐かしさ」だと考えたからである。 

 一つ目の疑問は出身地・居住地域に関する疑問である。私は埼玉で生まれ、人生の大半を大
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阪で過ごした。だが私は大阪よりも埼玉に強い懐かしさを感じる。ここで「なぜ大阪に懐かし

さを感じることが出来ず、埼玉に懐かしさを感じるのか」という疑問に直面した。 

 二つ目の疑問は私の興味関心である芸術、およびフランスに関わるものだ。私は芸術の中で

も、特にフランス印象派の画家アルフレッド・シスレーが描くルーヴシエンヌの風景を好んで

いる。もちろん私は生まれて一度もルーヴシエンヌに行ったことはない。しかしシスレーの描

くルーヴシエンヌの景色に、埼玉と同様の懐かしさを感じたのだ。ここで二つ目の疑問「なぜ

一度も行ったことがない景色に懐かしさを感じたのか」が提起された。 

 「懐かしさ」をいつどこの出来事や景色に対して感じているのか知るために、私は自分年表

を作ることにした。年表には年齢別にその時期にどんな所に属していたか、どんな物が好きだ

ったかを記した。その結果、見えてきたことがある。私は数年前、鬱病で死ぬような思いを経

験した。そして「懐かしさ」を感じるのは、鬱病の体験より以前の記憶だということが可視化

されたのである。これに基づき、私は「苦しい記憶は懐かしいと感じないのではないか」とい

う仮説を立てた。ここに確信を与えたのは、フランスの哲学者ブレーズ・パスカルの「人問は

生まれながらにして死刑囚だ」という言葉である。この言葉を受け、私は「人は生きていると

思っていたが、みんな実は死んでいる最中なのではないか」、つまり「死に近づいているだけ

でそもそも生きてすらいないのではないか」と思い始めた。これにより、「懐かしさ」の正体

が導き出された。私にとっての「懐かしさ」とは「人生の終点である死から逃れる感情」なの

である。 

 私は鬱病のとき、毎日死んだも同然の生活をしていた。それは人生の中で最も死に近い状態

であった。そんな死に近い状態を懐かしいと思わないのは「死」から離れる行為である「懐か

しむ」という感情と矛盾するのではないか。「懐かしさ」の正体が「死」から離れることであ

るならば、上述の二つの疑問の答えも導き出される。一つ目、すなわち「大阪よりも埼玉が懐

かしい」のは、「死」との距離に関わるのだ。大阪での体験は「死」を感じさせるものであっ

たことに対し、埼玉は生まれた場所であり、「死」から最も遠い。そのため「死」から離れる

行為である懐かしさを埼玉に感じたのである。次に二つ目の「シスレーのルーヴシエンヌの風

景画が懐かしさを感じさせる」という問題は、「現実」の解釈に関わる。パスカルの言うとお

り、「生きる」という行為が死に向かう過程なのだとしたら、「生」は「死」と繋がっている。

とすれば「死」を含まない「生」なるものは、現実には存在しないのだ。芸術作品は私にとっ

て「現実世界」からかけ離れた非現実である。おそらく非現実を味わうことが、「死」と含ま

ぬ「生」を感じさせることとなったのではないか。すなわち私にとってシスレーの描くルーヴ

シエンヌは、非現実であるゆえに「死」を含まず、「生」を感じさせるものであったのだ。こ

れこそが「死」とかけ離れた「懐かしさ」を意識させる原因だったと考えられるのである。 

 「生」と「死」を巡る以上の考察を経て、私は「死」を感じさせる大阪でどのように生きれ

ばいいのかという課題と向き合うこととなった。同時に、この地で生きるためにフランスアー

トをどのように活かせばいいかという課題が生じた。今後は課題の解決のため、シスレーに限

らず、様々な画家や画風の意味を考え、「生」と「死」のテーマに取り組んでいきたい。 

  

4．田中悠暉「日本とフランスの競馬文化」 

トライアングル「関心：競馬 フランス：フランス競馬 居住地域：大阪・京都」 

 

 本研究は、執筆者の関心である競馬に基づくものである。執筆者がこの問題に目を向けた理

由は、日本の競馬におけるイメージの悪さを払拭するために、フランス競馬の良さを導入でき
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ないかと考えたからである。 

 そもそも日本における競馬のイメージというのは、ギャンブルの対象という負のイメージが

どうしてもつきまとう。「おっさんが休日の朝から、赤鉛筆をもって競馬新聞とにらめっこし

ながら今日の予想を立て、競馬場に行き自分が選んだ馬を青筋立てて応援し、負ければ馬券を

まき散らす」というステレオタイプのイメージが競馬もしくは競馬場と共に今日まで残ってい

ると感じるのである。 

 そのような負のイメージを、日本中央競馬会（JRA）などが改善しようと動いてきた。例え

ば、CM 一つとっても「おっさんたちによるコテコテの競馬談義」から「若いアイドルたちが

素人ながらに競馬を満喫」というようにスタイルが変化している。だが、それは結局「デオド

ラント化」して当たり障りのない文化を発信することにとどまっており、「フランスのような

懐の深い文化」の形成に至っていないと感じた。 

 それゆえにまずフランス競馬における人気の脚質（レースでの馬のペース配分や位置取りの

こと）とは何かを調べることにした。すると「先行」が人気であることが判明したが、それは、

フランスの気候条件や競馬場の地形等によるものであり、日本のものとは相容れない。おまけ

に「地味」であることからより注目されにくい。 

 そこで「先行の馬」に対して物語を付与すれば注目できるのではないかと考え、研究会メン

バーで競馬場に行くことにした。しかし、実際に行ってみると物語が発生する間がなかった。

競馬に詳しくないメンバー（済木）は「馬の足の筋肉」に魅せられ、また高橋が同伴した息子

（4歳）は「馬が走る姿」に関心を向けた。執筆者は、フランスの競馬の「懐の広さ」「幅の広

さ」は、研究会メンバーや幼児が興奮するような「何か」があり、その「何か」とは、「人間

が原始的に持っている憧れや想い（かっこいい、かわいいなど）や自己（の物語）投影ができ

る場」であると考える。馬を中心に「世界（空間）」ができあがっているがゆえに非常に幅広

い視点で競馬が楽しまれている。 

 それに対して、日本の競馬はギャンブル性の悪い面にアイドルを無理矢理ねじ込み、フラン

スの競馬のような「原始的な想いを出せる場」というものをないがしろにしているのではない

かと考える。 

 この研究を通して、新たな競馬の魅力や、日本競馬の善し悪しを、フランス競馬を通じて気

づくことができた。しかしながら、フランスにおける競馬というものがどのように扱われてい

るのかがあまり見えていなかったという課題があり、その解決として、競馬に対する視野を広

げるために、フランスにおける競馬史を調べたり、実際にフランスに行ってみたりするなどし

ていきたい。 

 

むすびにかえて 

 以上の研究会メンバーによる考察は、独自の情報収集・分析から導き出された課題が中心と

なっている。「関心」に基づくゆえに情報収集が容易となることに加え、「フランス」「居住地

域」と重ね合わせるというゲーム性が「課題発見」を可能とする。教員の関わりは、学生が見

出した「課題」を考察し、アウトプットするまでをファシリテートすることに限られる。そし

てこの手順は「研究」そのものであろう。むろん学生たちの考察には論理構築をはじめとする

様々な問題が残る。だが、このような研究の手続きを専門ゼミ所属前に体験させることは、我々

フランス語関係者にも十分に可能だ。声高にフランスの魅力を語るのではなく、学生の関心を

主体とするボトムアップ型の教育こそが、フランス語・文化研究を苦境から救い出すのではな

いだろうか。
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Introduction 
Après un changement dans l’organisation des facultés et départements de mon 

université, lié à l’accueil d’un Centre Confucius et au développement de l’enseignement du 
chinois, la plupart des cours de français y ont été supprimés. J’exprime ici toute ma 
gratitude aux autorités académiques de Kansai Gaidai qui n’ont pas mis fin à mes services, 
mais m’ont alors chargé de donner deux cours en anglais, appelés « Area Studies: Europe » 
et « European area studies ». Je bénéficie pour cet enseignement d’une grande liberté 
pédagogique puisque je ne dois respecter que deux obligations : donner les cours en parlant 
anglais et traiter d’Europe. Cette liberté va de pair avec une certaine solitude, car, au sein 
du syllabus, ces cours ne font pas partie d’un ensemble disciplinaire ou d’un système de 
progression : il n’existe pas de coordination entre les professeurs responsables de cours aux 
titres similaires, et la plupart des étudiants sont en première année d’université, mais ils 
côtoient une forte minorité d’étudiants des années supérieures. Les effectifs de ces cours 
ont varié, sur trois ans, entre 8 et 100 élèves ; en théorie, toutes les étudiantes et tous les 
étudiants doivent avoir un certain niveau d’anglais pour être autorisés à s’y inscrire. 

 
Et le manuel ? 
Lorsque j’ai appris que j’étais en charge de cet enseignement, j’ai aussitôt essayé de me 

procurer les manuels disponibles sur le marché afin de sélectionner celui que j’allais 
utiliser. A ma grande surprise, il n’en existait pas. Après m’être renseigné, j’ai appris que 
l’intitulé du cours « Area Studies » pouvait être considéré comme daté, voire obsolète. Il 
remontait à l’après-guerre, lorsque les universités américaines avaient créé plusieurs cours 
dits d’« Area Studies » pour enseigner les pays et civilisations non occidentales. Il faut les 
replacer dans le contexte de la guerre froide : les chaires américaines dites d’ « Area 
Studies » ont joué un rôle d’influence américaine ou de rempart contre les idées et la 
politique de l’URSS en Asie, Afrique ou Amérique du Sud. Avec la fin des régimes 
communistes, la nécessité politique de ces chaires a disparu, et leur intitulé a semblé 
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réducteur et discriminatoire : alors que les cours sur l’Europe ou les Etats-Unis étaient 
précis et affinés (par exemple, « Histoire de l’Italie de la Renaissance » ou « Sociologie de 
la France après 1945 »), les pays non-occidentaux se voyaient réduits à de vagues 
ensembles intemporels (par exemple, « Area Studies : Vietnam » ou « African Area 
Studies »). En conséquence, de tels cours n’existent plus aux Etats-Unis ; ils ont été 
remplacés par les cours thématiques, qui ont des intitulés comme « Gender Studies: … », 
« Minority Studies: … » etc. Les syllabus japonais sont pour ainsi dire devenus des fossiles 
des intitulés américains. Les quelques rares cours « Area Studies: Europe » qui avaient été 
créés dans le cadre de l’enseignement de l’anglais langue étrangère donné aux Etats-Unis à 
des étrangers ont disparu avec les autres cours d’« Area Studies » lors de ce changement de 
tendance académique, et je dois donc me passer de manuel. 

 

Ressources en ligne anglophones et contexte de classe japonais 
Je me suis ensuite renseigné sur ce qui se faisait dans les lycées et collèges de pays 

anglophones, où soit il existe de grands cours introductifs sur la civilisation européenne, 
soit l’histoire européenne est un gros chapitre dans un cours d’histoire du monde. On 
trouve ainsi d’excellentes ressources en ligne, des plans de leçon très bien conçus, dans 
lesquels une grande attention est portée à la progression pédagogique, à l’évitement de 
malentendus socio-culturels, à l’explicitation des idées préconçues, tout cela agrémenté de 
riches dossiers d’images. Je voudrais rendre ici hommage à la qualité de certains dossiers 
et à la générosité de leurs auteurs, qui les mettent en ligne gratuitement à la disposition de 
leurs collègues. Je voudrais particulièrement souligner comme leurs idées de scénarios 
didactiques sont souvent très intéressantes.  

J’ai donc essayé de reproduire, plus ou moins complètement et avec plus ou moins 
d’adaptations, les modèles de leçon que je trouvais intéressants, et c’est alors que je me 
suis retrouvé dans la situation que toutes les professeures et tous les professeurs de FLE au 
Japon connaissent bien. Alors que les plans de cours américains, anglais ou australiens sont 
construits sur le principe de réactivité de la classe, de discussions entre étudiants, ou entre 
étudiants et enseignant/e, les habitudes du système éducatif japonais faisaient que peu 
d’étudiants osaient prendre la parole, que le risque de se tromper l’emportait sur la volonté 
de répondre au professeur, que le souci de ne pas se faire remarquer rendait le débat entre 
étudiants inexistant ou inintéressant. Alors que je donnais un cours dit « à contenu », 
l’emploi de méthodes américaines et la réaction des étudiants japonais avaient pour 
conséquence que je me retrouvais exactement dans la même impression d’impasse 
pédagogique qu’un enseignant de conversation française (voir, par exemple, l’introduction 
du livre de B. Vannieu, Enseigner l’oral au Japon [2017]) : il était alors logique que je 
fasse usage de mon expérience de professeur de FLE pour améliorer l’atmosphère de la 
classe, la qualité de mon enseignement et le plaisir que les étudiants et moi-même 
pouvions retirer de notre temps en commun. Voici donc quelques exemples où le FLE est 
venu à la rescousse des « Area Studies » (pour les thèmes des cours, voir mon article, The 
Challenge of the Reliquary. Some Thougts on Teaching « Area Studies: Europe » in a 
Japanese University, Journal of Inquiry and Research 107, 2018, p. 211-220, disponible ici 
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https://www.academia.edu/36306087/The_Challenge_of_the_Reliquary._Some_Thoughts
_on_Teaching_Area_Studies_Europe_in_a_Japanese_University). 

Mimes 
Inspiré par l’exposé stimulant de Bruno Jactat aux RPK de l’année passée, dans lequel il 

avait promu l’idée selon laquelle les étudiants doivent bouger régulièrement pendant une 
période de classe afin de s’oxygéner le cerveau et de maintenir un certain niveau 
d’attention, j’ai adapté des techniques de FLE inspirées d’exercices et de pratiques 
théâtrales pour dynamiser mes leçons d’Area Studies (voir, par exemple, A. Cormanski, 
Techniques dramatiques : activités d’expression orale [Paris, 2005] ; F. Weiss, Jouer, 
communiquer, apprendre [Paris, 2002] ; B. Jactat, Les neurosciences en action II : debout 
et en mouvement dans la classe, Rencontres 32 (2018), p. 60-64). 

Pour ces activités, j’ai divisé un thème de classe (les Jeux Olympiques antiques, la 
fabrication d’une petite statue minoenne selon la technique de la cire perdue, les fonctions 
des bâtiments d’une ville romaine typique…) en une série d’actions simples que les 
étudiants ont dû mimer après les avoir sélectionnées par tirage au sort. En paires, en petits 
groupes ou individuellement, chaque action est mimée devant la classe. Les étudiants 
spectateurs doivent identifier l’action et l’associer à un document visuel qui leur est 
présenté : une série d’illustrations, un plan… 

Les mérites de ce type d’activité sont multiples : garder l’attention des étudiants, les 
faire bouger, leur faire observer un document qui, autrement, leur paraitrait rébarbatif, 
s’amuser et améliorer l’atmosphère de la classe, briser la glace, prendre conscience de 
l’altérité du passé ou de pratiques européennes inconnues. Je voudrais insister sur le fait 
que l’aspect ludique de ce type de pédagogie n’est en rien un obstacle à l’enseignement de 
phénomènes ou matières complexes. 

Le blason : dessiner et raconter 
L’activité décrite ici se fait dans le cadre du cours que je donne sur les sports et les 

sociétés européennes. L’exercice est une adaptation de l’activité brise-glace bien connue du 
blason, qui permet aux apprenants de se présenter à l’aide d’un blason découpé en 
plusieurs parties et illustré par l’apprenant/e de dessins ou de mots-clefs (voir, par exemple, 
http://www.cartablecps.org/_docs/Fichier/2016/7-160701044513.pdf). L’adaptation a 
consisté simplement à demander aux étudiants de se créer leur blason en suivant les règles 
traditionnelles de l’héraldique européenne, exposées par exemple dans les articles 
Wikipedia anglais (https://en.wikipedia.org/wiki/Heraldry) ou japonais 
(https://ja.wikipedia.org/wiki/紋章学), consultables par téléphone portable. Il faut, à mon 
avis, mener au moins une partie de cette phase de l’activité en classe, sous la surveillance 
de l’enseignant/e, qui veille à ce que les étudiants ne remplissent pas leurs blasons de 
« sakura », d’images « kawaii » ou d’éléments appartenant à l’histoire européenne selon 
l’imaginaire fertile des étudiants japonais. Il faut un minimum de sérieux et de rigueur 
historique dans la réalisation du blason. 

 La seconde phase de l’exercice est similaire à la version FLE du blason : en petits 
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groupes, les étudiants se présentent en utilisant le blason qu’ils ont dessiné et sont donc 
amenés à expliciter le choix de leurs dessins. Ce faisant, ils répètent et se réapproprient ce 
qu’ils ont appris en lisant les articles Wikipedia et deviennent ainsi attentifs aux 
illustrations de tournois médiévaux que je leur ai montrées ou montrerai plus tard au cours 
de la leçon. 

La troisième partie de l’exercice consiste à leur montrer les emblèmes de clubs sportifs, 
japonais ou européens, qui s’inspirent des blasons médiévaux, à essayer en groupes 
d’énumérer ce qui sépare ces images modernes à la fois des efforts des étudiants et des 
images héraldiques anciennes. 

Les étudiants sont donc amenés à s’interroger sur les différences qui séparent images 
anciennes et logos modernes, ainsi que sur le concept d’ « invention de la tradition ». 

Remise en ordre 
Il s’agit ici d’une adaptation de l’exercice familier aux professeurs de FLE du « texte en 

désordre » (voir, par exemple, http://salledesprofs.org/la-strategie-du-texte-en-desordre/) 
que l’on peut aussi appeler, si l’on utilise des images, « récit à l’aide d’images 
séquentielles ». On donne aux apprenants soit des phrases ou petits paragraphes, soit des 
images, pris dans un récit et placés dans le désordre. Les étudiants doivent lire les phrases 
ou observer les images et reconstituer l’ordre narratif, logique ou chronologique de 
l’histoire. 

J’ai appliqué cette technique pédagogique en présentant aux étudiants une des baies 
vitrées de la Cathédrale de Chartres sur laquelle la vie d’un saint est illustrée, de son 
enfance à sa mort, chaque épisode faisant l’objet d’un panneau de vitrail différent. La 
préparation du matériel avait été rendue aisée par l’existence de fichiers de haute qualité 
graphique, en noir et blanc, sur Wikimedia Commons, pour la plupart des vitraux de la 
cathédrale. A l’aide d’un logiciel, il a été facile de découper le fichier du vitrail en une 
dizaine d’images de format A4, qui ont été soumises dans le désordre aux étudiants. 
Travaillant par paires, ils devaient observer l’image, décrire l’action qu’elle comportait en 
une ou deux phrases, reconstituer l’ordre chronologique et détecter une image intruse (un 
panneau décrivant la corporation des vendeurs de textiles, qui avait financé le vitrail). Une 
fois encore, le caractère ludique de cette activité fait que les étudiants se sont prêtés de 
bonne grâce à l’exercice. 

La tâche avait pour but de faire en sorte que les étudiants prennent leur temps pour 
regarder des images médiévales européennes, en comprendre l’organisation narrative, et 
qu’ainsi ils se familiarisent avec un récit hagiographique chrétien. Cet objectif aurait paru 
peu attrayant, voire franchement rébarbatif s’il n’avait pas été en quelque sorte ludifié. La 
découverte du genre des « vies de saints » a pu ensuite donner lieu à un exercice de critique 
historique ainsi qu’à un morceau de leçon sur les fêtes et festivals religieux en Europe. 

L’emploi de chansons 
Ici aussi, je n’ai aucune prétention à l’originalité puisque les chansons sont souvent 

utilisées dans des classes d’histoire, de géographie et de sciences sociales. On trouve sur le 
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net d’excellentes ressources pédagogiques sur le sujet (voir, par exemple, 
http://eduscol.education.fr/chansonsquifontlhistoire/: Ces chansons qui font l’histoire ; 
http://lhistgeobox.blogspot.com/; https://www.activehistory.co.uk/spotify/top_songs.php: 
50+ Essential Songs for the History Classroom ; 
https://historytech.wordpress.com/2017/03/14/12-tips-and-tricks-for-using-music-in-the-so
cial-studies-classroom/). Toutefois, dans le cadre pédagogique qui nous intéresse ici, ces 
ressources ne sont pas toujours utilisables, car elles prêtent une attention très forte aux 
paroles des chansons et requièrent parfois des connaissances préalables sur l’Europe que 
n’ont pas la plupart des étudiants japonais. On peut cependant s’inspirer d’exercices 
développés pour les adolescents et adultes de niveaux A1 et A2 de FLE sur le site de TV5 
Monde (https://enseigner.tv5monde.com/fiches-pedagogiques-fle/paroles-de-clips-0), 
stimulants pour les idées d’exploitation des images des clips de chansons qu’ils proposent. 

Mes étudiants ont ainsi très bien réagi à l’exercice proposé en utilisant la chanson 
« Magic in the Air » du groupe Magic System. Après une première écoute, sans vidéo, un 
certain nombre d’étudiants identifient la chanson, comme elle a servi au Japon de fond 
musical lors des retransmissions télévisées des matchs de la France lors de la dernière 
coupe du monde de football. Interrogés sur la nationalité des chanteurs, qu’ils n’ont pas 
encore vus, ils répondent donc tout naturellement « (des) Français ». Je leur apprends que 
le groupe est ivoirien et leur montre le clip du « remix officiel » de 2018 
(https://youtu.be/ukzRt4I_VVY), qui confirme le statut d’« hymne sportif français » de la 
chanson. Après ce petit effet de surprise, je leur montre le clip original de la chanson, qui 
date de 2014 (https://youtu.be/BAkqJT_sMKQ), en leur demandant de prendre note des 
lieux où il se déroule et des gens qui y interviennent. Le contexte de l’émigration et de 
l’éducation sportive comme investissement économique collectif apparaît alors, ce qui 
donne la possibilité de nourrir une leçon sur les rapports, anciens et contemporains, entre 
Europe et Afrique, sport et immigration ou tout autre sujet similaire. 

En guise de conclusion 
Je n’ai pas la prétention de connaître l’impact objectif des techniques brièvement 

présentées ici sur l’acquisition et la rétention de connaissances et de savoir-faire par mes 
étudiants. En revanche, grâce aux « enquêtes » organisées officiellement par mon 
université et aux petits rapports anonymes écrits par mes étudiants en fin de semestre, je 
peux affirmer que ces activités de classe ont été appréciées par ceux-ci. Le fait qu’il y ait 
moins d’étudiants qui dorment en classe et peu d’absences confirment cette impression. De  
mon côté, l’adoption de ces techniques a été bénéfique puisqu’elle a accru mon plaisir 
d’enseigner et ma motivation. En outre, j’espère avoir bien montré ici que l’utilisation de 
techniques pédagogiques ludiques, cinétiques ou théâtrales n’est pas incompatible avec 
l’enseignement de sujets ou concepts difficiles, bien au contraire.  

Si vous avez des conseils ou critiques à ce sujet, je serais très heureux de pouvoir vous 
lire ou d’en discuter avec vous, en particulier sur la gestion des temps de classe et sur 
l’évaluation des étudiants. 
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1. はじめに 

本稿の主な目的は、筆者の専攻分野である言語学と、筆者が行ったアンケートの結果を比較、

分析することである。まず、言語学がどのような特質をもつ学問領域であるかを考察する。次

に、アンケートに対する回答の内容を抜粋して提示する。そして、言語学の特質とアンケート

の結果を比較し、言語学のもつ特質が学生の興味や関心に合致するかどうかを検討する。 

本稿でフランス語教育と呼ぶのは、教養としてのフランス語教育である。筆者は、高校と大

学でフランス語の授業を担当している。高校では、教科の選択科目としてのフランス語教育を

担当している。また大学では、人文学部の英語学科、教育・臨床心理学科、工学部の電子情報

工学科、化学システム工学科、商学部の貿易学科、薬学部の薬学科、共通教育科目の選択科目

のフランス語教育に従事している。フランス語・フランス文学科でのフランス語教育には携わ

っていない。 

フランス語教育は履修者の数の増減という観点からいえば、筆者がフランス語教育に係わる

ようになったこの約 10 年の間、高校では、安定している。他方、大学のフランス語・フラン

ス文学科外でのフランス語の履修者は、明らかに減少している。 

 

2. 言語研究の特質 

2.1. ラングとパロールの区別 

ソシュールの用語によれば、ランガージュには、ラングとパロールという 2つの側面がある。

ランガージュという用語は、人間が言葉を使用する営みの総体を意味する。 

ラングは抽象的な存在である。抽象的であるため、直接的には知覚することができない。目

にも見えないし、耳にも聴こえない。 

パロールは、ラングを知覚可能な形にしたものである。ラングなしには、パロールは存在し

えない。パロールなしには、ラングにアクセスすることはできない。 

2.2. 言語研究の抽象性 

言語研究の対象は、ラングである。言語研究の中心課題は、知覚可能なパロールの観察を通

して、直接的には知覚できないラングを抽出することであると思われる。 

したがって言語研究は、本質的に抽象的な学問である。たとえば渡邉 (2009) では、動詞形
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が構成するネットワーク構造において、無標の動詞形である直説法現在形が、有標の項が交差

するための結束点として機能することを示した。渡邉 (2010) では、肯定の単純未来形が示す

多義性を、肯定の命題から肯定の命題を選択する用法と、肯定の命題と否定の命題の対立から

肯定の命題を選択する用法に分類した。これらは抽象的なラング抽出の試みである。 

2.3. 経験科学としての言語研究 

言語研究は、データを必要とする。2.1.で述べたように、言語研究の本質は、パロールの観

察を通したラングの探求にある。パロールは、言語研究においては、データそのものである。 

したがって言語研究は、経験科学でしかありえない。統計学的な手法を使用した言語研究も、

近年では少なくない。 

2.4. 社会科学や情報科学としての言語研究 

言語研究は、言語を使ったコミュニケーションの研究であると言うことができる。言語が、

コミュニケーションのツールだからである。 

したがって言語研究には、社会科学としての側面がある。コミュニケーションの存在は、社

会の存在を前提とする。また社会の存在は、コミュニケーションの存在を前提とする。 

言語研究にはまた、情報科学としての側面もあると言うことができる。コミュニケーション

によって伝える対象は、情報だからである。 

2.5. 人間科学としての言語研究 

言語を使用するのは、人間だけである。イェルムスレウやマルティネが理論化したように、

言語は二重分節構造を備えたコミュニケーションツールである。このようなツールを意図的に

利用している生物は (少なくとも地球上では) 人間しかいないと思われる。 

したがって言語研究には、人間科学としての側面がある。言語研究は、心理学や認知科学と

も無縁ではない。実際、言語学の一部分として心理言語学や認知言語学がある。 

2.6. 文化研究としての言語研究 

言語は、現実の写しではない。言語は、現実世界に解釈を与えた結果にすぎない。色彩を 6

種類の基本色に分類する言語もあれば、それを 2種類の基本色に分類する言語もある。 

よって言語研究には、文化研究としての側面があると言うことができる。現実世界に与える

解釈は、いわば文化そのものであると考えられるからである。 

2.7. 比較・対照研究としての言語研究 

言語の研究は通常、個別の言語の研究としてなされる。2.2.で述べたように、言語研究は経

験科学だからである。言語研究は少なくとも、個々の言語に区別があることを前提とする。 

よって言語研究には、比較・対照研究としての側面がある。ある言語がどのような言語であ

るのかは、他の言語との比較や対照を通してしか把握することができない。 

2.8. 言語研究の相対性 

言語研究は通常、個別言語を対象とした経験科学である。2.3.で述べたように、言語研究は

経験科学である。2.6.で述べたように、言語研究は基本的には比較および対照研究である。 

したがって言語研究には、言語の価値を相対化してとらえる側面がある。英語のような (い

わゆる) メジャーな言語も、プロヴァンス語や琉球語のような (いわゆる) マイナーな言語も、

言語研究においては同等の価値をもつ。データとしての価値も同等である。 

2.9. 言語研究の反規範性 

言語研究は、データから出発する学問である。言語研究は、2.3.で述べたように、パロール

をデータとした経験科学である。 

よって言語研究は、反規範的な学問である。データの収集方法や分析方法には優劣があって
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も、データ自体には優劣はないからである。言語研究は規範をつくるためのものではない。 

2.10. 言語研究の体系性 

言語には、構造がある。2.5.で述べたように、言語は二重分節の仕組みを備えたコミュニケ

ーションツールである。二重分節の仕組みの存在は、言語構造の存在を意味する。 

したがって言語研究には、体系的な側面があると言うことができる。言語そのものが、構造

的つまり体系的な存在だからである。体系的な存在の分析には、体系的な思考が必要である。 

 

3. 現状の把握 

3.1. 履修者数 

1.で述べたように、高校での履修者数は安定しているが、大学での第 2 外国語としての履修

者数は減少している。クラスの人数だけでなく、クラス数も減っている。大学での履修者数の

減少は、フランス語やフランス文学を専攻する学生以外はフランス語やフランスに対して興味

が失せたからであろうか。 

3.2. 履修者のフランス語選択理由 

年度初めに、履修者にフランス語を選択した理由を書いてもらった。筆者が授業を担当して

いる高校では、フランス語は外国語教科の選択科目として置かれている。初級のクラスは 2年

生と 3年生が受講可能である。初級のクラスを受講した生徒が、中級のクラスを選択する資格

を有する。一方、大学は 1年生が中心のクラスである。 

 〇高校初級クラス 

  －フランスに留学がしたい。  －語学に興味がある。 

 －フランス語に興味があった。部活の先輩がフランス語の授業を受けていて、学習成果 

  発表会でのフランス語で話しているのをみて、かっこいいなと感じたから。 

 －将来パティシエになりたいので、フランスに短期留学がしたい。 

  －フランス語自体に興味があり、旅行先などで必要な時があるのではないかと思ったから。 

  －先輩たちが話しているのを聞いてステキだと思ったから。 

 －夢が調理師なので、洋食を作る時にフランス語を使うと思うので。 

  －進路的に 5科目を選択するより人生に役立つものを選択しようと思った。 

  〇高校中級クラス 

  －初級の時のメンバーが楽しかったから。  －フランスに留学したいから。 

  －フランス語をもっと話せるようになりたいから。 

  －初のフランス語が楽しかったから。 －フランス人の祖父と話したいから。 

  －キャビンアテンダントになりたいので、話せる言語を増やしたいから。 

  －せっかく初級をやったのに、続けないのは勿体ないと思ったから。 

  〇他学科大学 1年選択クラス 

 －将来、途上国で働きたい。赴任希望の国の公用語にフランス語が使われていることが 

  多いため。（薬学部薬学科） 

 －ヨーロッパの言語も少し話せるといいなと思ったから。高校の英語の先生が、少し 

  フランス語を話せ、カッコイイと思ったから。（人文学部英語学科） 

 －元々お菓子を作るのが好きで、フランスは洋菓子の本場であり、世界遺産なども多く   

  一度は行ってみたいなと思ったから。（人文学部英語学科） 

 －友達と選んだ。楽しそうだったから。（人文学部英語学科） 

 －国際公務員になるために必要とされている言語の 1つだから。（人文学部英語学科） 
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 －フランス語学科に友人がいるので、手助けしてもらえると思ったから。（人文学部教育 

  臨床心理学科）－フランスに行きたいから。（工学部科学システム工学科） 

 －フランスについて知っていることが少ないから。（人文学部教育臨床心理学科） 

 －英語に似ている聞き、英語を他の視点から見ることで、英語力向上につながると思ったか  

   ら。（商学部貿易学科） 

 －これからの生活でフランス語は使いそうだなと思ったから。（工学部電子情報学科） 

 －話せるとかっこいいと思ったから。姉がフランス語専攻なので教えてもらえると思っ 

  たから。（工学部電子情報学科） 

 －フランス語を使う人は多く、将来役に立つかもしれないと思ったから。（工学部電子情 

  報学科） 

3.3 履修者の興味 

大学生には、選択の理由とともに、専門教育でどのようなことに興味があるのかを尋ねた。

高校生には、生活全般においての興味事項を書いてもらった。 

  〇大学生 

 －工業材料の研究（工学部科学システム工学科） 

  －現在の日本の流通や経済の仕組みについて学びたい。外国、発展途上国について詳し 

  く学びたい。（商学部貿易学科）     －国際経済の仕組み（商学部貿易学科） 

 －肌や体に良い物質について興味がある。（工学部科学システム工学科） 

 －科捜研と化粧品を作ることに興味がある。（工学部科学システム工学科） 

 －マーケティングとビジネス英会話（商学部貿易学科） 

 －国際規模のお金のまわり方（商学部貿易学科）－国際貿易や起業（商学部貿易学科） 

 －化学実験を行い、人の生活をより快適にするものを見つけたい。（工学部科学システム 

  工学科）  －人工知能（工学部電子情報学科）  －VR（工学部電子情報学科） 

 －ビジネス英語と貿易の知識（商学部貿易学科） 

 －プログラミングで新しい AI などの開発（工学部電子情報学科） 

 －高校時代に作った AI ロボットよりも高度な AI ロボットの作成（工学部電子情報学科） 

 －音にまつわること（工学部電子情報学科）－英語文学と異文化理解（人文学部英語学科） 

  －合唱をしていて、先日フランス語の曲に挑戦した。（薬学薬学科） 

  －いろんな言語を知りたい。文化についても興味がある。（人文学部英語学科） 

  －英語とフランス語の関係（人文学部英語学科）－英語学、音声学（人文学部英語学科） 

  －様々な言語の表現の違いや文化など（人文学部英語学科） 

  －欧米と日本の若い人たちの考え方の違い（人文学部英語学科） 

  －倫理的な問題、環境破壊、哲学（人文学部英語学科） 

  －心理学、マインドコントロール（人文学部教育・心理学科） 

  〇高校生 

  －調理関係の進路に進みたいのでフランス料理（初級） －フランスの食文化（初級） 

  －フランスの文化と歴史（初級） －フランスのチーズと洋菓子（初級） 

  －フランスの歴史（初級） －フランスに留学してスイーツのことを知りたい。（初級） 

  －フランスで有名なお菓子を作りたい。（初級）  －旅行（初級） 

  －スイスへの旅行。特にジュネーブ。（初級）    －料理、テニス、フランス語（初級） 

  －フランス文化とフランスの建物（初級）       －外国語、英語（初級） 

 －洋画、フランス映画（初級）                 －メイク、ヨガ（中級） 
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 －お菓子作りが好き。フランスに留学したい。（中級） －外国語、映画（中級） 

 －料理人になるので、フランス料理に興味がある。（中級） －ファッション（中級） 

  －バレエ（中級）      －フランスでカフェを経営してみたい。（中級） 

  

4. アンケートからの考察とまとめ 

アンケート結果によると、履修者の動機や目的、興味は具体的な物や事柄に集中しているよ

うに思われる。たとえばフランス留学、お菓子、フランス料理などである。一方、2.2.で述べ

たように、言語研究は本質的に抽象的な学問である。履修者の興味、関心にはあっていないか

もしれない。ただし、2.3.で述べたように、言語研究は経験科学でもある。具体的なデータを

扱うという側面では、履修者の志向と合致しているかもしれない。実際アンケートにたいして、

国際経済、科捜研、人工知能などと回答した者もいる。 

履修者のなかには、社会科学や情報科学に興味をもつ者がいる。たとえば、環境破壊、心理

士、流通などである。2.4.で述べたように、言語研究には社会科学的な側面や情報科学的な側

面がある。 

履修者のなかには人間科学とくに文化に関心を寄せる者が少なくない。たとえば、フランス

の食文化、異文化理解、フランスの文化などである。2.5.および 2.6.で述べたように、言語研究

は人間科学でもあり、また文化研究でもある。この側面において、履修者の関心に寄与ができ

る可能性があるかもしれない。 

履修者の多くは知的な好奇心をもって授業選択を行っているようだ。実際、欧米と日本の若

い人たちの考え方の違い、様々な言語の表現の違いや文化、英語とフランス語の関係などと回

答した者がいる。2.7.で述べたように、言語研究は比較や対照という方法論を用いることが少

なくない。このような方法論の提示という側面において、履修者の知的好奇心の育成に貢献で

きる可能性があるかもしれない。 

明確な意志をもってフランス語を選択しているものが多い。すでに知識のある英語以外の言

語を学んでみたいという意志の表れだと思われる。2.8.で述べたように、言語研究には、言語

の価値を相対化するという側面がある。このような側面は、英語以外の言語を学ぶ者の志向に

合致しているようにも思われる。 

履修者の志向には「自由、オリジナリティー」を大切にする雰囲気が感じられる。たとえば、

フランスでカフェ経営、マインドコントロール、自由で楽しそうという言葉が並ぶ。フランス

やフランス語に、ある種の「自由」のイメージがあるのかもしれない。2.9.で述べたように、

言語研究には反規範主義的な傾向がある。このような側面は、おそらく、履修者のもつ傾向に

合致しているのではないかと思われる。一方、2.10.で述べたように、言語研究には構造主義的

な側面がある。この側面は、もしかしたら、履修者の志向には合致しない部分かもしれない。 
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1. はじめに 

内容言語統合型学習（CLIL）は、ヨーロッパで生まれ、英語教育を中心にヨーロッパ諸国

で非常に広く採用されている外国語学習のアプローチである。Mehisto et al.では CLIL を“CLIL 

is a dual-focused educational approach in which an additional language is used for the learning and 

teaching of both content and language. (Mkehisto et al. 2008: 9)”のように要約し、さらに学習スト

ラテジーを発展させるものとする。日本では CLIL は上智大学の一般外国語としての英語教育

の中心として据えられている他、初等、中等教育の英語のクラスでも広まり、徐々にその効果

が実証されつつある。一方日本の大学における第 2外国語、初習外国語としてのフランス語教

育は、新制大学の設置と同時に旧制高等学校の伝統を引き継いで始まり、時代の要請に合わせ

て常に刷新されてきた。（西山:2017） 

この長い伝統に基づく、大学におけるフランス語教育をさらに進化させるために CLIL を取

り入れることはできないであろうか。上智大学言語教育研究センターでは、2012年の設置以来、

フランス語、スペイン語等複数の初習言語教員が英語教員と協力して、CLIL 導入の方法を模

索している。本稿では初習外国語教育に CLIL を取り入れる意義について考察し、続いてスペ

イン語およびフランス語での入門レベルの CLIL 授業のモデルレッスンの概要を示したい。 

 

2．外国語教授法の変遷と CLIL 

外国語習得のための伝統的な教授法は「文法訳読法」で、多くの国で非常に長い間唯一の

教授法として使われてきた。日本の初習外国語教育においては、今現在も文法訳読法での教授

を目的とする教科書が出版し続けられている。教師が文法を講義し、学生がそれを聴講し、練

習問題を解いていくと同時に、長文を日本語に訳しながら理解していく、教師中心のこの教授

法は、新制大学設置直後の時代がそうであったように、外国語を学術目的として学ぶ場合には

有効な教授法であるかもしれない。しかしながら、言語の運用能力を身に着ける上では、その

有効性は非常に疑問視されている。文法訳読法では、外国語教育において重要な input が非常

に限られているからである。 

これに対して 19世紀後半から広まり始めたのは、ダイレクトメソッドと呼ばれる、学習者

の母語を一切使わずに教授する方法であった。しかしながら、日本人の大学生に、限られた時

間で、ネイティブの子供が言語を習得するように外国語を習得させることには無理があり、日

本の大学の初習外国語教育で広く使われることはなかった。続いて開発されたオーディオリン
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ガルメソッドでは、パターンプラクティスなど機械的な練習を重視した教科書が作られ、一部

の大学で実践された。続いて世界的に広く使われるようになったのがコミュニカティブアプロ

ーチ及びタスクに基づく言語教授法である。教師の役割は限定的なものとなり、授業の中心は

教師から学生へとシフトしていった。 

これらの「言語を教える」教授法に加えて生まれてきたのは、言語及び内容を教えるアプ

ローチである。カナダを中心に広まった学習言語で教科を教えるイマージョンプログラムは日

本でも加藤学園1 などの成功例がある。また 1980年代のアメリカで体系化された CBI (Content 

Based Instraction) 及びヨーロッパで生まれた CLIL は内容学習のためのツールとして外国語を

使いながら、その外国語の力をつけるという共通点を持っている。CLIL は 4 つの C（Content, 

Communication, Cognition, community / Culture）を包含する教育的アプローチで、「この枠組みに

即して教材を作り指導を行えば、相乗効果により、高品質の教育が実現される。」（池田 2011:5） 

 

3．CLIL 導入の意義と問題点 

3.1 CLIL 導入の意義 

2014年度に上智大学で実施した学習動機に関するアンケート（北村 et al. 2016）によると、

フランス語履修者の多くがフランス語圏の文化についての興味からフランス語を選択してい

るのに対して、スペイン語履修者はその有用性を重視する傾向があるという結果が出た。しか

し、いずれの言語でも身に着けたい能力は総合的語学力で、学問的な興味で選択したと答えた

学生は皆無であった。CLIL はこういった学生の要望に応える最適な学習法だと考えられる。 

初習外国語のクラスは、多くの場合週 2 回の授業で 1 年ないしは 2 年学ぶというカリキュ

ラムが組まれていて、授業時間数は非常に限られている。こういった現状で、質的に良い学習

言語の inputを増やすためには、学習言語で教授する CLIL が適していると言えるだろう。 

更に、これまでの様々な教授法の多くは「外国語を学ぶ」ことを目標とし、その外国語を

実際に使ってみることまでは考慮されていない。例えば、インフォメーションギャップを使っ

た教室内のタスクにおいても、交換する情報がオーセンティックではなく、内容の学習が目的

になっていない場合は、実際に言語を使っているとは言えない。これに対して CLIL では、例

えば、フランス史の知識を得るために、フランス語を使うわけで、相手から学習内容を得るた

めに学習中の言語を実際に使う経験をすることができるのである。  

3.2 CLIL 導入の問題点 

日本で実践されている英語の CLIL のクラスはゼロ初級ではなく、すでにある程度の知識を

持った学生が対象である。これに対して初習言語の学習者は言語的知識を持たない。このため、

最初の段階は文字や発音、基礎的な会話と文法の習得に費やされ、内容の学習を加えるのは無

理ではないか、そもそも学習言語で入門レベルの学生に教えることは不可能なのではないか、

と考える教員が多い。また大学で法学部、文学部、理工学部等様々な学部の学生が同じクラス

で学ぶ場合、学生の興味は様々で、一つの内容を選ぶことが非常に難しい、といった問題点が

考えられる。 

                                                 
1 加藤学園暁秀初等学校 http://www.katoh-net.ac.jp/Elementary/09-2.php 
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4. 入門レベルにおける CLIL の試み 

4.1 CLIL 授業案 1：スペイン語 

レベル： スペイン語の発音規則を習得済みの学生とするが、必要な発音規則を含めて授業を

行ってもよい。 

所要時間：約 120分（発音練習を含む場合は約 180分） 

教授言語：スペイン語 

学習目標：内容 カトリック両王の時代のスペインの統一と、それ以降の領土拡大の歴史 

  言語 (発音）、定冠詞と名詞、動詞 ser（肯定文、疑問文、否定文）、親族語彙 

授業の流れ： 

1. 図や写真を使って rey (王)、reina (女王)という

語彙、定冠詞の形、複数形の形を導入し、地

図（図 1）を使って、1474年以前のスペイン

の領土区分を示す。 

カスティリャ王国とアラゴン王国の王家の簡

単な家系図（図 2）を示すとともに、基本的な

親族語彙を導入する。 

2. ペアで親族語彙の定着のための練習をした後、 

実際の王家の家族関係についてペアやグルー

プで穴埋めの問題を解いていく。 

Isabel de Castilla es la hija de Juan de Castilla.   

3. カスティリャ王国の Isabelとアラゴン王国の

Fernandoが結婚したために、領土区分が変化

したことを図で示し(図 3)、結婚後の家系図を

示す。親族関係について、ペアで質問、答え

のアクティビティを通して疑問文や否定文を

導入、練習する。動詞 serは 3人称単数形を用

いる。 

- ¿Isabel es la mujer de Fernando? 

- Sí, es la mujer de Fernando. 

4. 数人のグループで、それぞれが家系図にある

王家のメンバーになったつもりで 1 人称 2 人

称単数形を使って会話する。 

  - ¿Eres la mujer de Fernando? 

   - Sí, soy la mujer de Fernando. 

5. 図や地図を多用し、クイズ形式で、カトリッ

ク両王の時代に起こったことについてスペイ

ン語で説明する。英語に似ている等の理由で

意味が想像しやすい語を用いる。 

6. Isabelと Fernandoの子供たちの結婚とそれによる領土拡大を 3 と同じような練習をしなが

ら示す。親族語彙を使った練習に ser動詞の複数形を含める。 
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4.2 CLIL 授業案 2：フランス語 

レベル： フランス語の学習を始めて 1、2ヶ月の初級レベル  

所要時間：約 60分 

教授言語：フランス語 

学習目標：内容 フランスの有名な画家や彫刻家の名前、それぞれの作品、活躍した時代  

言語 否定文（ne…pas）、所有形容詞（son）、序数詞（1er…18e, 19e, 20e） 

授業の流れ： 

1. クイズ：扱うテーマに興味を持たせ、学習者を学習内容へと自然に誘うために、初めにク

イズを行う。①ゴーギャン、モネ、ドラクロワといった有名な画家の肖像画を見せて、名

前と結びつけさせる。②フランス三大美術館（ルーブル、オルセー、国立近代美術館）の

写真を見せて、名前を当てさせる。この段階では、教師も学習者も既習の構文のみを使用。

（C’est qui ? C’est…  Qu’est-ce que c’est ? C’est …等） 

2. 新しい「内容」と「言語」の導入と練習：フランス人ではないが、知名度が高く、作品に

特徴のあるピカソやフランス人画家マチスを使用。初めに既習の文法や表現を使って、画

家の名前や国籍などを確認。続いて、様々な絵を見せながら、その作家の作品か否か教師

が尋ね、学習者が答えるという形で否定文、所有形容詞 sonを１つ１つ段階的に導入し、

練習する。 

C’est l’œuvre de Matisse. / Ce n’est pas l’œuvre de Matisse. 

→  C’est son œuvre. / Ce n’est pas son œuvre. 

序数詞の導入、練習。 1er…20e、17e siècle…20e siècle 

3. ペアワーク：  

① 8人のフランス人画家・彫刻家（プサン、ブーシェ、ルノアール、ロダン、モネ、アン

グル、アンリー・ルソー、ニキ・ド・サンフ

ァル）と 8つの作品が印刷されたプリントA, B

を使用。それぞれ半数の作品のみが画家と結

び付けられ、残りの作品の作者がわからない

プリント A, B を元に、ペアでお互いに質問を

し合い、残りの画家とその作品を結びつける。 

Q : “Nana”, c’est l’œuvre de Dominique Ingres ?    
R : Oui, c’est son œuvre. 
  Non, ce n’est pas son œuvre. 

 

② ①と同じ 8 名の画家・彫刻家と、それぞれが

活躍した時代（世紀）が印刷されたプリント

A, B を使用。A, B それぞれ、半数の画家につ

いてのみ時代が明記されているため、ペアで

質問をし合って欠けている情報を得る。 

Q : Nicolas Poussin, c’est un artiste du 20e siècle ?  
R : Oui, c’est un artiste du 20e siècle.  
  Non, ce n’est pas un artiste du 20e siècle. 

4. クイズ：最後に、同じ 8 名の画家の別の作品を複

数見せて作者を当てるクイズを行う。「内容」導入やペアワーク（2, 3）で画家の作品と画

風を学んでいるため、推測することが可能である。 
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4.3 授業案の CLIL 的要素： 

これらの授業案は、内容（スペインの歴史やフランスの画家とその作品、活躍した時代）

と言語（基本動詞の用法や基本語彙等）を同時に教えるものであるが、さらに Meyer (2013)の

挙げる CLIL の Quality Principalと照らし合わせると、これらの授業案の CLIL 的な要素として

次のような点を挙げることができる。 

 Rich Imput : 教授言語が学習言語であることによる豊富な言語的 inputに加え、視覚に訴え

る写真や絵、図を多用し、内容的にも inputが豊富である。初習レベルであるため、言語的

にオーセンテッィクな素材（ニュース、新聞等）は利用していないが、実際に存在する本

物の材料（画家、絵画、彫刻、地図、家系図等）を使っている。 

 Scaffolding Learning: 既習の外国語力、そして歴史や、画家・絵画についての既知の知識を

活用するように教師が適切な誘導をすることによって、新しい文法と「内容」を１つ１つ

積み重ねるように身につけられるようにしている。 

 Rich Interaction and Pushed Output: インフォメーションギャップを使ったペアワーク等のタ

スクによって学習者が機能的に学習中の言語を使用しながら学ぶことができる。 

 Adding the (Inter-) cultural Dimension: CLILの 4つの Cの一つである Cultureを扱い、異文化

理解の助けとなる内容になっている。 

 

5. 結論 

 外国語の授業の中に文化の学習を組み込む事の重要性は実証済みで、フランス語圏の文化を

日本語で紹介することはすでに多くのクラスで普通に実践されているが、入門レベルの学習者

に、学習言語を使って「内容」を教えることは難しいと思われがちである。しかし、言語で伝

えられない情報を、視覚的情報によって補ったり、学習者同士のコミュニケーションを促した

りしながら、言語と内容の学習を効果的に組み合わせ、それを１つ１つ積み上げることによっ

て CLIL を取り入れることが十分に可能なのではないか。入門レベルから始める初習言語教育

においては、授業をすべて CLIL にするのではなく、一部に CLIL を取り入れるなど、英語と

は異なった手法の開発も必要であろう。 

 大学の初習言語教育を学生の要望に合ったものに発展させるために、CLIL は非常に有効で

あると言えるだろう。現在上智大学初習言語のグループでは、入門レベルのクラスで CLIL を

実践する方法を模索中である。 
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Hors thème 
 

フランス語発音―フランス語教師が持つ疑問・悩みと

その解決策を考える 
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ANDO Hirofumi  SHIMIZU Jun  

静岡大学 le Ciel フランス語教室 

hirofumi.ando0709@gmail.com jun@france-go.net 
 

 

 

1. はじめに 

関西フランス語教育研究会（以下 RPK）2018 年のアトリエにて、筆者らは、中・上級者を

対象とした聞き取りや発音の指導に役立つと思われる「同化」現象を取り上げた。また、2018

年末に開催された第一回 Journée pédagogique de la langue française（東京）にて、この現象を、

学習者に対し、具体的にどのように取り扱うか、ということをより深く考察した。この二つの

アトリエを総括すると、文字から（カタカナ）発音を考えるよりも、発音と綴り字の関係を考

慮したうえで教授・学習したほうが効果的である一例であった。これら二つのアトリエの参加

者は室内一杯になるほどとなり、発音の教授に対する関心がうかがわれた。これは裏を返せば、

教師自身もどのように発音を教えたらよいのか、そして教師自身もどのように学んだらよいの

か、といったことに関心があり、それに対する悩みがあることに他ならない。 

本論考は、フランス語発音の教授に対して、教師が持っている疑問・悩みを知り、それらを

分類し、ともに議論することで解決を目指すことを目的として行われた、RPK 2019のアトリ

エを反映したものである1。続く第 2節は、子音・母音といった単音に関する疑問に答えるもの

である。第 3節においては、教科書の巻頭にある「発音表」について提示された疑問を紹介し、

発音表の意義について考察が行われる。第 4節は、文字ではなく、発音をベースとして教授や

学習を考える方法の利点を考えるものである。教師や学習者にとっての心理的負担の軽減に、

音声ベースの学習法が寄与する場面も、いくつか提示される。 

 

2．単音をどのように教えたらよいか 

2.1 子音 

子音については、3点の質問が寄せられ、それに対する解決法が議論された。いずれも、我々

が学習者の母語として想定する日本語には存在しない音である。そのため、ある程度の発音矯

正が必要とされるであろう。 

 

疑問 1.「[v]にどのように自然に導いたらよいか」 

従来、英語学習などで、上下の歯で下唇を咬む動作によって大げさに教授されてきたもので

                                                 
1 筆者らがアトリエに先立ち、フランス語教師向けに疑問点を尋ねたところ、7 名の教師より貴重な疑問・悩

みを得ることができた。御礼申し上げます。これをもとに、本論考も論を進めていく。 
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あるが、実際には噛んでしまったら言語音として発音できない。そのため、下の唇の裏に上の

歯を軽く当てて摩擦音を発する練習方法が、筆者らより提案された。また、日本語話者にとっ

ては、[b]との対立も欠かせない。そこで、破裂音（閉鎖音）である[b]と、摩擦音である[v]の

対比をするため、前者は破裂により瞬間的に終わってしまうものであることに対し、後者は摩

擦を持続することができることを意識させる提案も付け加えられた。 

 

疑問 2.「j, g [ʒ]と ch [ʃ]を自然に出せるようになる練習方法は」 

この二つの音は、それぞれ有声・無声の対立であり、どちらかができれば、もう一方もすぐ

にできる性質のものである。しかし、日本語においては、フランス語のそれぞれに対応する音

が同一の調音位置、調音方法ではないため、単なる有声・無声の対立に位置づけにくい。特に

前者に相当する日本語の「ジャ」行音においては、[d]を前に伴う破擦音であるため、矯正は困

難である。それに対して、フランス語の無声子音[ʃ]は、日本語のそれと似ている。しかし、よ

り口蓋化が強いため、印象的にも鋭く聞こえる性質を持っている。これを実現するためには、

唇の前への突き出しを行うと、それに伴って口蓋化が促進され、フランス語の[ʃ]となる。この

ようにして実現した[ʃ]をもとに、声を出すことによって、[ʒ]が実現しやすくなるであろう。 

 

疑問 3.「r 音を自然に出せるようにするには」 

r という文字であらわされる音については、従来、「うがいの音」「痰を切るときの音」「『ガ』

や『ハ』に似た音」というような説明もなされてきたと思われる。しかし、いずれも調音位置

を無視しているため、根本的な解決に至らない。口蓋垂を震わせる、または擦らせるために、

アトリエにおいては一つの方法が提案され、実習が行われた。また、論じられることの少ない

ことだが、r の文字であらわされる音素/r/は、現代標準フランス語においては、その置かれる

環境によって、有声子音[ʁ ]または [ ʀ ]と、無声子音[χ ]として実現することがアトリエにおい

て筆者らから紹介された。初学者でも気づき、質問されるケースがあるので、教師も説明でき

るようにしておくとよいであろう。 

 

2.2 母音 

母音の教授に関しては、次のような疑問が提出され、それに対する議論がなされた。 

 

疑問 4. 「an, in に似た音は日本語にないのか」 

鼻母音はフランス語を特徴づける音の一つである。フランス語の鼻母音は[ɑ̃], [ɛ]̃, [ɔ̃], [œ̃]の 4

系列2であるが、ここでは各音の仕分けについては触れず、日本語にも鼻母音が存在することを

確認し、そのフランス語学習への応用を考えることとする。標準日本語において、音素/ɴ/（つ

まり「ン」であらわされる音）には、(1)のように、5つの音が存在する (斎藤, 2006)。 

 

(1)   a. [saɴ] サン「三」 

b. [sam.boɴ] サンボン「三本」 

 c. [san.neɴ] サンネン「三年」 

      d. [saŋ.ɡeɴ] サンゲン「三軒」 

 e. [sã.eɴ] サンエン「三円」 

                                                 
2 標準フランス語とされるパリ方言では、[œ̃]が[ɛ]̃に吸収され、3系列である。 
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音素/ɴ/が置かれる環境によって、つまり後ろに来る音によって、以上のような 5種類の音声と

して実現するが、注目すべきは(1e)に鼻母音が現れることである。語境界でない位置で、/ɴ/に

母音が後続する際には、標準日本語では鼻母音が出現する。鼻母音のため、他の例とは違い、

調音器官の閉鎖が行われない。そのため、「三円」という際に、顎の動きが起こらないことを、

顎関節に指を当てることによって実感することができる。日本語にも鼻母音が存在するという

ことを認識させることにより、学習者の心理的なハードルを低くすることができるであろう。 

 

疑問 5. 「ou [u]と eu /Œ/3 の音をどのように聞き分けるか」 

どちらの音も、カタカナでは「ウ」と振られ、その印象が強いと聞き分けることが困難であ

る。また、滝沢・大岩(2001)によれば、発音し分けられないものを聞き分けるのは困難である

ことも明らかにされていることを考えると、日本語の「ウ」から離れ、早い段階から 2つの音

を分離することが好ましいと考えられる。 

フランス語のこれら二つの母音、さらには u [y]の母音は、唇の丸まりを伴う円唇母音である。

それに対して、日本語の「ウ」は、国際音声記号(IPA)では[ɯ]と表記される非円唇母音であり、

フランス語の母音とは異なる。唇の丸まり、または突き出しを意識する必要がある。[u]は日本

語の「ウ」を、/Œ/は「エ」を、それぞれ唇を突き出しながら発音すると実現可能である。 

 

2.3 単音に関する総括と提案 

以上、どのように日本語にない音声を実現させたらよいか、といった疑問が多く寄せられ、

教師においては単音に強い関心があることが分かる。では、どのようにそれらを現場に導入し

たらよいのか、という点、そして、導入する際の問題点を考察する。 

まず、優先度という観点から見てみよう。母語話者並みの「正しい」発音を目指して、すべ

ての音の矯正を学習者に強いることは、いたずらに学習者を委縮させることになりかねない。

発音を学ぶ目的は、「正しい」発音を学ぶことではなく、母語話者との間で、音声によるコミ

ュニケーションを円滑に行うことである。その目的のために、まずは、音を区別できないこと

によって誤解を生じるもののカテゴリー、次に、誤解は生じないが母語話者が違和感を覚える

もののカテゴリー、これらを優先的に学習し、練習するとよいであろう。(2a)(2b)はそれぞれの

カテゴリーを示している。 

 

(2) a. 区別できないことによって誤解を生じるもの 

  v VS b r VS l  ou [u] VS eu /Œ/ [ɑ̃] VS [ɛ]̃ VS [ɔ̃] (VS [œ̃]) 

 b. 日本語や他の外国語の音で発音すると、母語話者が違和感を覚えるもの 

 j, g [ʒ] ch [ʃ] 鼻母音   /r/  

 

(2)で挙げられたものに対しては、学習初期からの発音のクセをつけていくと、口頭コミュニケ

ーションの際に無理なく行えるのでないかと、筆者らは考える。 

しかしながら、ここで注意する点がある。すなわち、いくら単音を頑張って練習しても、実

際のコミュニケーションには役には立たないであろう。そこで、語や文といった、意味のある

                                                 
3 前舌半狭円唇母音の[ø]と前舌半広円唇母音の[œ]は、環境によって規定され、多くの場合は語の意味の区別

に積極的に関わることはない。そのため、ここでは原音素/Œ/として、まとめて論じることとする。 
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ものの中に組み込みながら練習をするとよいと考える。具体的には、菊地(2014)で挙げられて

いるような、数 1～20や自己紹介の中で導入するとよいであろう。 

さらに、文字の「読み方」から発音を導入すると、学習者の中で混乱をきたす。このことに

ついては、次節以降にて述べられる。 

 

3．教科書「第 0 課」の「発音表」についての疑問点 

前節では単音についての疑問点について考察したが、これをまとめたものとして、各教科書

の巻頭、多くの場合「第 0 課」にある、「発音表」が挙げられる。これに対する疑問や悩みと

して、ある教師より次のようなものが提示された。 

 

疑問 6：教科書の巻頭にある発音表から習得できた人を見たことがないが、「第 0課」という枠

組みを外し、綴りと発音の関係を自然にマスターさせていく方法はないのだろうか。 

疑問 7：教科書「第 0課」の発音表が雑なのではないか。 

 

この 2名からの疑問・悩みをもとに話し合いが行なわれた。実際には巻頭の「発音表」を重視

して教えるケースは少なからず見られた。しかし、なかなか身に付かない、という声も聞かれ

た。それでも、0 課にあるのだから、やっておかないと不安であり、とりあえずクラス内で発

表してもらうためには、綴りを発音してもらわなければ教師が困る、といった声もあった。た

だし、教師自身が、自分の学習に活用したケースは、アトリエ内では見られなかった。 

では、「発音表」をどのように考えたらよいのであろうか。筆者らは、これら多くの表につ

いて、実際には「発音表」であるとは考えていない。これは綴りのレパートリーを列挙してい

る表であり、綴り字をいかに「解読」するのかを主眼としているのではないかと考えている。

綴りのレパートリーは計り知れない。そのため、綴り字規則の膨大さから、フランス語の「音」

の数が多いように錯覚してしまい、学習意欲をそいでしまう恐れがある。もし学習初期にこの

ような表を提示するとしたら、学習者に、フランス語の音は「考えていたほど多くない」、だ

から「発音は難しくない」と思わせるためには、綴り字の膨大なレパートリーを列挙するので

はなく、限られた音のリストを提示する方がよい。音を中心にして綴り字との対応を見た表を

挙げている教科書は数少ないが、阿南(1998)は発音表としては好例であり、アトリエでは参加

者がこれを手に取り、考察した。 

また、発音表を学習初期に活用するとしたら、どのような活用法が考えられるであろうか。

最初に表を見てから、綴りの「読み方」を覚えさせようとすると、身につかないだけでなく、

学習の一番最初に「やっぱりフランス語は難しい」という印象を与えかねず、極めて非効率的

である。前掲の阿南(1998)でもあるように、各課でもう一度見直していき、徐々に発音と綴り

の対照を習得していくとよいであろう。最初に「森」全体を表によって俯瞰し、各課で一本一

本の「木」を見て、最終的には「森」を自由に散策できるようになるような学習法を学習者に

与えられることができれば理想であると、筆者らは考える。 

 

4．発音を中心にして考えるとよいこと―悩みに対する解決法の一提案 

発音に関する多くの疑問や悩みは、文字をどのように単音ごとに「読ませる」か、といった

ところにあったといっても過言ではない。文法訳読法のように、「音読する」目的のために音

声を発するのであれば、学習最初期に一気に綴り字の読み方を導入し、文字ベースで教授する

方法は効果的である。しかし、文字から入ると、文字を「読む」ことに気を取られてしまうた
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め、こんな例が見られるであろう。 

 

- クラス内で数を覚えたはずなのに、家に帰って練習してきたら違ったものになっていた。 

- 語末の eを「エ」と発音してしまう。 

- カタカナもしくはローマ字での読み方が入っているので、当然リスニングができない。 

- 例として o, au, eauはすべて違う発音なのではないか、と思い、レパートリーの多さに戸惑う。 

 

これらは、文字を導入したことによって、文字が学習を阻害してしまっている例である。発音

と綴りの関係は、記憶や自主学習の助けにもなれば、阻害要因にもなる。学習最初期において

は、発音を中心にして考えていく方法を提案したい。我々教師が英語を学んだ際、ある一定の

ところまでは、発音を中心にしながら学んだ人が多いのではなかろうか。英語からわかる通り、

発音と綴り字の関係が見えにくい状況においては、音声優位で学んだほうが効率的である。 

特に学習最初期において、発音を中心に導入する利点は次のとおりである。まず、学習者の

心理的負担が減る。数や簡単な挨拶といったものはもちろんであるが、動詞の活用にも応用で

きる。第一群規則動詞(-er動詞)の活用は、綴りでは 5パターンになるが、音では 3パターンで

ある（[単数人称＋三人称複数][一人称複数][二人称複数]）。音から先に導入し、そして綴り字

に移行すると、その分学習者にかかる心理的負担は減るであろう。このようにすれば、第 2節

で論じたように、単音単独でなく、コンテクストベースで発音を習得していくことができる。 

さらなる利点もある。従来、なかなか意識されなかった、リズム・アクセント・イントネー

ションといったプロソディー（超文節的要素）についても、学習最初期からいきおい導入が可

能である。短い挨拶や数を学ぶ際にも、「一番後ろを強く・長く」、「話の終わりでは下げる、

続きがあったり疑問文ならば上げる」といったことを意識させることによって、フランス語の

持つ韻律特性を早いうちに身につけることができ、リスニングにも役立つであろう。 

コミュニケーション重視の教授法においては、4技能のバランスの良い習得が理想とされる。

そして、最終的な目的は、フランス語を使用したコミュニケーションである。発音ベースで始

めると、この目的に合致した学習が進めやすいと考えられる。 

 

5．おわりに 

今回のアトリエでは、昨年の同化現象についてのアトリエでも紹介された、発音ベースで教

授や学習を考える方法についての考察が、より深く行われた。すなわち、文字だけを考慮する

のではなく、発音という観点を加えることによって学習が容易になり、学習者の持つ心理的障

壁が低くなることがあるのではないか、ということである。 

「フランス語は難しい」という声によって、フランス語の履修者が少なくなってきている。

その一端が「発音」であるとはよく言われることである。音声学の知見から、教師、そして学

習者の持つ負担を少しでも軽減できることを、筆者らは望みたい。 
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1. はじめに 

定冠詞記号素の用法には、意味解釈の側面において、幅広い多様性がみられる。定冠詞記号

素の実現形は、たとえば (1) の la têteにおいては、被限定項の指示対象を特定化している。(2) 

の la confitureにおいては、被限定項の指示対象の総称性を標示している。(3) の la Franceにお

いては、被限定項の指示対象が唯一物であることに対応している。定冠詞記号素の実現形はま

た、(4) の le tienにおいては形容詞記号素の実現形を、そして (5) にあっては Quelle garce ! — 

C’est le terme exactという対話全体を、単に普通名詞化しているだけである。定冠詞記号素の表

意機能は、不定冠詞記号素や部分冠詞記号素の場合と比べるまでもなく、不均質に見える。 

(1)  La tête me tourne. (A. H. Japp, La saison barbare) 

(2)  Il aime bien la confiture. (S. Testud, Le Ciel t’aidera) 

(3)  Il faut quitter la France. (F. Beigbeder, L’Égoïste romantique) 

(4)  C’est mon problème, pas le tien. (P. Leconte, Les Femmes aux cheveux courts) 

(5)  [...] et je me rappelais le « Quelle garce ! — C’est le terme exact. » (F. Sagan, Bonjour tristesse) 

フランス語の学習者は、定冠詞記号素が本質的にどのような表意単位であるのかを不問に付

しながら、用法の多様性をそのまま受け入れざるをえないことが多いように思われる。実践的

には、おそらくそれで問題はない。ただし、一歩踏み込んだ理解に達することや知的好奇心を

満足させることによって、学習や実践が楽になることも少なくはないのではないだろうか。 

本稿では、定冠詞記号素が無標の名詞限定辞記号素であることを論証する。川島 (2013) で

も、別の方法で同じ結論を示した。定冠詞記号素にできることは、その実現形が被限定項と共

に、統辞的に名詞句を構成することだけである。つまり定冠詞記号素は、それ自体に明確な表

意機能を備えていない。定冠詞記号素の用法が多様であるのは、そのためにほかならない。 

 

2. 有標の項と無標の項の弁別 

2.1 有標の項と無標の項の定義 

複数の言語単位が、機能的な共通部分を共有することがある。たとえば、chatte (牝猫) や

chaton (仔猫)、chat (猫) という表意単位には「猫」という表意機能的な共通部分がある。 

機能的共通部分を共有する複数の言語単位のなかで機能的な非共通部分を備えたものを、有

標の項と呼ぶ。有標という用語は、標識の存在を意味する。標識という概念は、機能における

「共通部分以外の部分」つまり機能的な非共通部分に対応する。たとえば chatteと chatonは、
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それらと chatの機能的共通部分である「猫」だけでなく「牝」や「仔」という機能的非共通部

分も備えている。つまり chatteや chatonは、chatとは異なり、有標の項だと考えてよい。 

機能的共通部分を共有する複数の言語単位のうち機能的な非共通部分を備えていないもの

を、無標の項と呼ぶ。無標という用語は、標識の不在を指す。つまり無標の項は「機能的な共

通部分」そのものにほかならない。たとえば chatは、それと chatteや chatonの機能的な共通部

分しか備えていない。よって chatは、chatteや chatonとの関係において無標の項だと言える。 

2.2 機能的共通部分の表現における有標の項と無標の項 

有標の項は「有標の項と無標の項の機能的共通部分」だけを表現することができない。有標

の項は、機能的共通部分に加えて、機能的な非共通部分も備えているからである (2.1を参照)。

実際 chatte (牝猫) や chaton (仔猫) では、単なる「猫」概念だけを表現することはできない。

これらの有標の項を使えば、必然的に「牝」概念や「仔」概念も表現されてしまう。 

無標の項は「有標の項と無標の項の機能的共通部分」だけを表現することができる。無標の

項は、機能的共通部分しか備えていない言語単位だからである (2.1 を参照)。実際、無標の項

である chat (猫) は単なる「猫」概念だけを表現することができる。有標の項と無標の項が共有

する機能的共通部分だけを表現することができるのは、無標の項だけである。 

 

3. 名詞限定辞記号素と普通名詞 

3.1 名詞句と普通名詞 

名詞限定辞記号素の実現形は、被限定項と共に、統辞的に名詞句を構成する。名詞限定辞記

号素という用語は、定冠詞記号素や不定冠詞記号素のような表意単位の総称である。名詞句と

いう用語は (述部に対する) 主部として機能可能な実現形を意味する。たとえば la fleuristeは、

(6) にみられるように、主部として機能できる実現形である。つまり名詞限定辞記号素の実現

形である laは、被限定項である fleuristeと共に、統辞的に名詞句を構成することができる。 

(6)  La fleuriste fronça les sourcils. (G. Musso, L’appel de l’ange) 

したがって名詞句における (名詞限定辞記号素の実現形の) 被限定項は、統辞的に普通名詞

に相当する実現形である。名詞限定辞記号素の実現形は、普通名詞に相当する実現形ではない。

普通名詞に相当する実現形であるのは、被限定項の方である。実際 la fleuristeの fleuristeのよ

うな、名詞句における (名詞限定辞記号素の実現形の) 被限定項は、普通名詞と呼ばれる。 

3.2 名詞限定辞記号素 : 普通名詞の限定に特化した表意単位 

ある記号素の実現形が、名詞限定辞記号素の実現形であれば、その実現形は普通名詞を限定

することしかできない。名詞限定辞記号素の実現形である leは、(7) の le tempsでのように、

普通名詞を限定することしかできない。名詞限定辞記号素は定義上、メタ言語的な用途でない

かぎり、名詞句の構成つまり普通名詞の限定に特化した表意単位だからである (3.1を参照)。 

(7)  Le temps presse. (P. Siniac, Femmes blafardes) 

ある記号素の実現形が、普通名詞を限定することしかできないとき、その実現形は名詞限定

辞記号素の実現形である。つまり leという実現形の用法が、名詞句の構成すなわち普通名詞の

限定に特化する場合、その leを名詞限定辞記号素の実現形と考えてよい (3.1を参照)。 

よって、実現形が普通名詞の限定しかできないことは、ある記号素が名詞限定辞記号素であ

るための必要十分条件である。(7) の le tempsにおいて leを実現形とする記号素は、名詞限定

辞記号素であるための必要十分条件をみたす。この leは名詞限定辞記号素の実現形である。 

ようするに、すべての名詞限定辞記号素が共有する機能的共通部分は、実現形の用途が普通

名詞を限定することに特化していることである。この機能的共通部分は、ある記号素が名詞限
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定辞記号素という文法範疇に属すかどうかを決める境界条件にほかならない (3.4を参照)。 

3.3 普通名詞と「普通名詞記号素の実現形」 

名詞限定辞記号素の実現形の被限定項は、普通名詞記号素の実現形であることがある。実際 

(8) において le の被限定項である cinémaは、普通名詞記号素の実現形である。この cinémaが

統辞的に普通名詞として機能していることは、leという限定によって明示される。名詞限定辞

記号素の実現形は、統辞的に、被限定項と共に名詞句を構成するからである (3.1を参照)。 

(8)  J’adore le cinéma. (E.-E. Schmitt, Odette Toulemonde et autres histoires) 

(9)  J’adore le « pour l’instant », tout en finesse ! (A. Abécassis, Au secours, il veut m’épouser !) 

名詞限定辞記号素の実現形の被限定項は、普通名詞記号素の実現形ではないこともある。た

とえば (9) において leの被限定項である pour l’instantは、いわゆる普通名詞記号素の実現形で

はない。ただし、この pour l’instantは、統辞的に普通名詞として提示されていると考えられる。

それが、名詞限定辞記号素の実現形の被限定項だからである (3.1および 3.2を参照)。 

いずれにせよ、名詞限定辞記号素の実現形に限定される表意単位の実現形は、統辞的に普通

名詞に相当する実現形として提示されていると言ってよい。名詞限定辞記号素には、その実現

形が普通名詞を限定することしかできないという機能的共通部分があるからである (3.2 を参

照)。名詞限定辞記号素の実現形による限定は、被限定項が普通名詞であることを含意する。 

したがって、すべての名詞限定辞記号素には、その実現形の被限定項が普通名詞であること

を標示するという、統辞機能的な共通部分があると考えられる。名詞限定辞記号素の実現形は、

統辞的に、被限定項と共に名詞句を構成するからである。 

3.4 名詞限定辞記号素という文法範疇 

複数の表意単位が同一の文法範疇に属するとみなされるには、それらの実現形が、同一の文

法環境において相互排除することが必要である。これは十分条件ではなく、必要条件である。 

複数の名詞限定辞記号素の実現形は、同一の文法環境に現れる可能性をもつ。名詞限定辞記

号素は、その実現形の用途が普通名詞の限定に特化している (3.2 を参照)。つまり名詞限定辞

記号素の実現形には、普通名詞を限定するという同一の文法環境に現れる潜在性がある。 

名詞限定辞記号素の実現形は、同一の文法環境において、相互に排除する。等位関係におか

れないかぎり、同一の文法環境に現れる名詞限定辞記号素の実現形は、ひとつだけである。 

したがって、すべての名詞限定辞記号素は、同一の文法範疇に属すと言ってよい。名詞限定

辞記号素は、その実現形が同一の文法環境において相互に排除するからである。 

 

4. 定冠詞記号素 : 無標の名詞限定辞記号素 

4.1 定冠詞記号素の実現形 

定冠詞記号素は、le、la、l’ あるいは「lesの一部分」を実現形とする。たとえば (10) には、

leという実現形がみられる。また (11) には、laおよび l’ という実現形が現れている。 

(10)  Et c’est le mobile. (Fred Vargas, Dans les bois éternels) 

(11)  La recherche c’est l’espoir. (M. Chattam, La théorie Gaïa) 

(12)  Ma vraie folie, ce sont les chaussures. (Elle, 13 juin 2005) 

定冠詞記号素の実現形を含む lesは、定冠詞記号素だけの実現形ではない。実際 (12) の les

は、定冠詞記号素の実現形と複数記号素の実現形の複合体であると考えられる。 

4.2 無標の名詞限定辞記号素である定冠詞記号素 

4.2.1被限定項が普通名詞であることの標示に特化した用法 

定冠詞記号素の実現形による限定は、統辞的に、被限定項が普通名詞であることを標示する。
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定冠詞記号素は、名詞限定辞記号素だからである (3.3を参照)。 

(13)  Au premier café du matin, on entend le bzzzz du fax. (T. Benacquista, Saga) 

(14)  Vous parlez aussi le français...? (T. Benacquista, Saga) 

(15)  Vous parlez très bien français. (A. Nothomb, Ni d’Ève ni d’Adam) 

定冠詞記号素の実現形には、被限定項が普通名詞であることを統辞的に標示するだけという

用法がある。たとえば (13) の le は、bzzzzが普通名詞であることを統辞的に示しているだけ

である。(14) の le françaisと (15) の françaisを入れ換えても、発話の知的意味に影響は生じな

い。つまり (14) の leは、françaisが普通名詞であることを統辞的に示しているだけである。 

(16)  Il parlait un anglais relativement correct. (M. Levy, La première nuit) 

(17)  C'est de l’anglais. (F. Vargas, L’homme à l’envers) 

なお定冠詞記号素以外の名詞限定辞記号素には、基本的に、被限定項が普通名詞であること

を統辞的に標示するだけという用法はない。(16) の unや (17) の de l’ は、anglaisが普通名詞

であることを統辞的に標示しているだけではない。(16) の unは un anglaisが加算な対象の一部

であることを、(17) の de l’ は de l’anglaisが不加算な対象の一部であることを含意する。 

4.2.2 被限定項が普通名詞であることの標示に特化した名詞限定辞記号素 

定冠詞記号素の実現形には、被限定項が普通名詞であることを統辞的に標示するだけという

用法がある。たとえば (18) の les bras croisésと (19) の bras croisésを入れ換えても、これらの

発話の知的意味に影響は生じない (4.2.1を参照)。つまり (18) の lesに潜在する定冠詞記号素

の実現形は、限定という統辞手段によって、brasを普通名詞として提示しているだけである。 

(18)  René Castel, les bras croisés, attendait. (T. Jonquet, Du passé faisons table rase) 

(19)  Clothilde, bras croisés, s’énerve. (A. Abécassis, Chouette, une ride !) 

被限定項が普通名詞であることを統辞的に標示する用法は、すべての名詞限定辞記号素が共

有する機能的共通部分である。この機能的共通部分こそが、ある記号素が名詞限定辞記号素と

いう文法範疇に属すかどうかの境界条件にほかならない (3.2および 3.4を参照)。 

以上の観察から、定冠詞記号素は無標の名詞限定辞記号素だと推定することができる。有標

の項と無標の項の機能的共通部分だけを表現することができるのは、無標の項だけだからであ

る (2.2 を参照)。定冠詞記号素には、被限定項が普通名詞であることを統辞的に標示するだけ

という用法がある。この用法は、名詞限定辞記号素が共有する機能的共通部分にほかならない 

(3.3を参照)。つまり定冠詞記号素は、すべての名詞限定辞記号素の機能的共通部分である。 

ようするに定冠詞記号素にできることは、その実現形が被限定項と共に、統辞的に名詞句を

構成することだけである。定冠詞記号素の用法の本質は、表意機能ではなく統辞機能にある。 

 

5. おわりに : 教授法的な観点をまじえて 

5.1定冠詞記号素の諸用法の成立基盤 

定冠詞記号素は、無標の名詞限定辞記号素である。定冠詞記号素の諸用法は、定冠詞記号素

が名詞限定辞記号素の機能的共通部分であることに由来する。定冠詞記号素にできることは、

その実現形が被限定項と共に、統辞的に名詞句を構成することだけである (4.2.2を参照)。 

よって定冠詞記号素が無標の名詞限定辞記号素であることの理解が、定冠詞記号素の理解に

とって有効である。川島 (2013)、川島 (2015)、川島 (2017) で示したように、無標の名詞限定

辞記号素であるという事実によって、定冠詞記号素の用法を統一的に理解することができる。 

5.2 定冠詞記号素の基本的な用法の説明 : 特定的用法、総称的用法、唯一物指示用法 

定冠詞記号素の用法には、多様性がある。初級文法教科書の多くが、特定的用法と総称的用
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法を紹介している。唯一物指示用法に言及する教科書もある。これらの用法は互いに、大きく

異なっていると言ってよい。学習者は定冠詞記号素がどのような表意単位であるのかを不問に

付したまま、用法の多様性を受け入れざるをえないことが通例であるように思われる。 

(20)  La femme est morte le jeudi après quatre heures et avant six heures. (F. Vargas, Un peu plus 

loin sur la droite) 

(21)  Le jeudi, les filles travaillent dehors. (P. Siniac, Femmes blafardes) 

(22)  Vous aimez le café ? (A. H. Japp, La saison barbare) 

(23)  Elle versa de l’eau dans la cafetière, mit le café dans le filtre et appuya sur le bouton. (M. Levy, 

La prochaine fois) 

(24)  La Terre est ronde, l’espace courbe et, [...]. (M. Levy, Le premier jour) 

(25)  Les gouttes chaudes inondaient la terre en jouant une musique lancinante. (M. Chattam, La 

théorie Gaïa) 

定冠詞記号素の用法に多様性があるのは、定冠詞記号素が表意機能を備えていないからにほ

かならない。定冠詞記号素の実現形が被限定項と共に構成する名詞句は、(20) と (21) の le 

jeudi にみられるように、指示対象が特定の対象であることもあれば、そうでないこともある。

指示対象が、(22) と (23) の le caféにみられるように、被限定項が示す概念領域の全体である

こともあれば、そうでないこともある。また (24) の la Terreと (25) の la terreにみられるよう

に、指示対象が唯一物であることもあれば、そうでないこともある。定冠詞記号素そのものに

は、恒常的な「意味」が備わっていない。用法が非常に多様であるのは、そのためである。 

したがって、定冠詞記号素の用法の本質は、表意機能ではなく、統辞機能にあると考えざる

をえない。つまり、定冠詞記号素の用法はすべて、定冠詞記号素が無標の名詞限定辞記号素で

あることに帰着する。定冠詞記号素にできることは、その実現形が被限定項と共に、統辞的に

名詞句を構成することだけであると考えてよい (4.2.2および 5.1を参照)。 
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Hors thème 
 

博士号ダブルディグリー 

フランスの大学との共同指導における問題 
 

 

髙垣 由美 
TAKAGAKI Yumi  

大阪府立大学名誉教授・関西学院大学 
yumi.takagaki@kwansei.ac.jp 

森田 美里 
MORITA Misato  

大阪府立大学 
misatomato@hotmail.com 

 

 

 

はじめに 

フランスの大学との博士課程の共同指導について報告し、ダブル・ディグリー成功の鍵と、

学位授与までに遭遇した問題を紹介する。執筆者の一人の髙垣は、前任校の大阪府立大学で指

導教員として、もう一人の執筆者の森田は博士号取得者として、このプログラムに関わった。

今後同様のプログラムに、教師としてあるいは学生として関わるかもしれない方々の参考にな

れば幸いである。 

 

紹介事例 

ここで紹介するダブル・ディグリーは、大阪府立大学とフランスのオルレアン大学の共同指

導の結果である。学問分野は言語学、日本側の学位は言語文化学、フランス側の学位は言語科

学である。論文題目は Le clic en français parlé dans une perspective linguistique et interculturelle 

franco-japonaise「フランス語の話し言葉における舌打ち音―言語学および日仏異文化間コミュ

ニケーションの観点から―」。森田が博士後期課程 2年の 2015年 4月に、オルレアン大学と協

議を開始、半年後の 10 月に共同指導に関する協定が締結された。それ以降森田は毎年渡仏し

て短期留学を繰り返した。最終審査会は 2018年 5 月に大阪府立大学で行われ、フランス側の

学位授与は審査会同日に決定、日本側学位は同年 9 月に授与式が行われた。審査委員として、

フランス側指導教員でオルレアン大学の Gabriel Bergounioux教授、及びボルドー・モンテーニ

ュ大学の Laurence Labrune教授の 2名が来日した1。日本側審査委員は、国立国語研究所の前川

喜久夫教授、大阪府立大学の山東功教授、西尾純二教授、高垣由美であった。 

 

ダブル・ディグリーとは 

ここでしばしば誤解されている、ダブル・ディグリーという用語の説明をする。ダブル・デ

ィグリーとは、学生が個人で 2つの大学に登録し、2つの学位を得ることではない。大学評価・

学位授与機構の定義によると、ダブル・ディグリーとは「異なる国の教育機関同士が協力し、

修了条件を満たした時に、それぞれの機関が 1つずつ同じレベルの学位を授与するプログラム」

                                                 
1 Bergounioux教授は日本学術振興会の平成 30年度外国人招へい事業の外国人研究者（短期）として来日し、
Labrune教授は大阪府立大学の費用で招聘した。 
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2である。つまり、大学同士が協定を結んで制度として共同指導を実現した結果、2つの学位を

得ることを指す。 

このダブル・ディグリーとよく似てはいるが、異なるプログラムにジョイント・ディグリー

がある。ジョイント・ディグリーでは、複数の機関が共同でプログラムの必要条件を設定し、

プログラム修了時に共同名義で 1つの学位を授与する。つまりジョイント・ディグリーでは学

位記は 1つだが、ダブル・ディグリーでは学位記を 2つ得られる。ここで述べるのはダブル・

ディグリーの方である。 

 

国際共同指導の現状 

現在日本の大学で、ダブル・ディグリー・プログラムは急速に増え続けている。海外の大学

と交流協定に基づくダブル・ディグリー制度を導入している大学の数は、文部科学省の調査3に

よれば、2008年度には 85大学（11%）だったが、2015年度には 169大学（22%）で、倍ほど

に増加している。また日本の大学は、ダブル・ディグリー制度で送り出した学生の数の 5倍以

上の学生を受け入れている。国別の状況は、アジア地域相手が圧倒的に多い。 

大学評価・学位授与機構の 2012年の調査4でも、相手国として最も多いのは中国（41 件）、

次いで韓国（19件）で、アメリカ（12件）、台湾、（9件）とアジアの国が目立つ。フランスは、

イギリス、インドネシア、オーストラリアと並んで 5 位（8 件）であるが、1 位の中国のプロ

グラムが 41 件であるのに比べて遙かに数が少ない。またダブル・ディグリーの多くは、学士

号・修士号で、博士号は少ない。学問分野については、学士課程では、人文科学や社会科学が

多く、人文科学の中でも外国語学、コミュニケーション学が多いが、博士課程になると、その

分布はかなり異なり、工学や理学が圧倒的に多くなっている。 

また国際共同指導は多くは英語で行われるが、われわれの例は、フランス語と日本語で行わ

れた点で特色がある。 

 

珍しい文系の博士のダブル・ディグリー 

ここで強調しておきたいのは、フランス相手で文系の博士のダブル・ディグリーは極めて珍

しいということである。2018年時点で在日フランス大使館のホームページに記載されている国

際共同指導は 31件で、それに関わる日本の大学は、国立大学 7件、公立大学 4件5、私立大学

20件である。このうち博士課程は 3件にすぎない。本稿で紹介する例はこのうちの 1件である。 

しかるべき統計がないので、フランスのダブル・ディグリーに関する正確な件数はわからな

いが、フランス政府留学局で担当者に尋ねたところ、「文系で博士のダブル・ディグリーは極

めて珍しい。」と言われた。フランス大使館に届け出た場合は、在日フランス大使館のホーム

ページに記載されるが、開始したダブル・ディグリーの試みが成功し、最終的に学位授与にま

でたどり着いたかは不明である。われわれが調べた限りでは、文系の中でも、社会科学系では

それなりの数の成功例を見つけられた。例えばグローバル COE プログラムの一環として、東

北大学法学研究科とリュミエール・リヨン第二大学の例がある。（ただしこの枠組みで出され

た博士の学位論文のほとんどは、フランス人学生の分も含めて英語で書かれている。）他に 10

年ほど前に、関西学院大学法学研究科が、モンテスキュー＝ボルドー第四大学との共同指導に

                                                 
2 大学評価・学位授与機構 (2016)「質保証を伴った共同教育プログラム実施のための手引書」https://www.niad.ac. 
jp/n_shuppan/project/__icsFiles/afieldfile/2016/03/25/no09_nr16-0325report_tebiki.pdf（2019年 5月 10日参照） 
3 文部科学省平成 20年度、平成 27年度の「大学における教育内容等の改革状況について」より 
4 大学評価・学位授与機構 (2012)「海外の高等教育機関との連携・共同を伴う教育プログラムに関する調査報告書」 
5 この 4件はすべて大阪府立大学である。 
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成功している。 

これに対して人文科学系では、ずっと数が少なくなる。我々が調べた範囲でわかったのは、

青山学院大学文学部でフランス人教員が、パリ第三大学とダブル・ディグリーを実現した一例

だけだった。この時の最終審査会はフランスで行われている。 

われわれは、グローバル COE のような大きな公的支援はなかった。また日本人教員を主査

として、フランス語での審査会を日本で開催している点で、他に同様の例を聞かない。日本主

導で小規模で実現したこの本件のような例は、今後日本の大学でも増えてくると思われる。 

 

博士号の特異性：すべてオーダーメード 

博士課程のダブル・ディグリーが、学士号・修士号と大きく異なるのは，学生の数だけ、そ

れぞれ異なるプログラムがある点である。つまり博士課程のダブル・ディグリーはすべてオー

ダーメードである。学士課程・修士課程では、相手の大学と協議して取得単位数や科目内容を

決めるまでは、大学にとって大きな労力が必要であるが、一旦プログラムが出来上がってしま

えば、後は既定のレールの上に何人もの学生を乗せられる。これに対して博士課程では、学生

一人一人について個別に協定書を作成し、その協定書の中で、研究課題、留学期間、博士論文

の執筆言語、最終審査会での使用言語、審査委員構成、授業料をどちらの大学に払うかなど、

当該学生の状況に応じて条件を定める。そして、両大学の学長、研究科長、指導教員、学生が

署名した協定書を両大学が取り交わす。 

 

遭遇した困難 1：日仏の制度上の違い 

上述のオーダーメードの協定を結ぶことが、ダブル・ディグリー実現のための最初の大きな

ハードルであった。というのは、日仏の違いから生じる制度上の問題を、幾つもクリアしなけ

ればならなかったからである。 

日本では各大学が独自の基準で博士号を授与する。これに対してフランスの大学では、授与

される学位がしかるべき基準に合致しているかどうかを認証するのは、大学ではなく国家であ

る。国家が学位の質を担保するという制度をとっているため、フランスでは、すべての大学で、

同一条件で同一の学位を授与する義務がある。つまりフランスの学位審査は全国統一基準に則

って行われている。それゆえに、日本の大学と連携するために、大学独自の判断で柔軟に対応

することが難しい。 

こういった制約のため、我々がとりわけ頭を悩ませたのはダブル・ディグリーの審査委員構

成であった。第 1の問題は主査、つまり審査委員長を誰にするかであった。大阪府立大学の学

位審査規定では、指導教員が主査となる。これに対してフランスでは、directeur de rechercheは

président du juryになれない。指導教員が日仏で 2名いるのだから、主査も日仏 2名おいてはと

いう日本側の提案は、フランス側から却下された。結局日本側指導教員の高垣が主査を兼ねる

ということで、決着した。 

第 2の問題は、運営上より深刻なものであった。大阪府立大学の学位審査規定では、審査委

員会は、大阪府立大学の当該研究科の教授 3名以上の審査委員で構成され、そこに他大学院の

教授等を加えることができる、となっている。日本の他の多くの大学でもよく似た規定であろ

う。これに対してフランスの学位では、学外審査委員が半数以上とされている。さらにダブル・

ディグリーの場合には、日仏の審査委員の数は同じと定められている。日本は大学の学位だか

ら、学外審査委員は必要ではないが、フランスでは、全国基準で学位の質保証をするので、1

つの大学の中だけで審査すべきではないという理屈だと思われる。 
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このフランスと日本の両方の規定を文字通り当てはめようとすると、審査委員は 12 名にも

なってしまう。このような大人数の審査委員会を作ることは、フランスからの審査委員招聘費

用がかかりすぎること、全審査委員の日程調整が難しいこと、最終審査の場で実質的な議論が

やりにくくなってしまうことなど、運営の上で大きな困難が生じる。この問題については、日

本の学位を出す 6名の審査委員会の中に、フランスの学位を出す 4名の審査委員会を作るとい

う形で決着させた。これはフランス側の提案に基づいたものだが、この形が可能かどうか、大

阪府立大学の教務は、法律の専門家にも相談したそうである。このように、国際的なダブル・

ディグリーの実現には、事務方の協力が不可欠である。 

今回の事例では結局、主査に関しては日本の規則、学外審査委員の数に関してはフランスの

規則に従うことで決着させたが、同じような問題は日本の他の大学でも、国際的なダブル・デ

ィグリーを実現する際の障害となりかねないということは、指摘しておきたい。 

実際この国際共同指導の実施中、ある大学の教員から、ダブル・ディグリーの試みがうまく

いかなかった話をお聞きしたことがある。その先生からは、「以前に自分の学生のために、フ

ランスの大学とダブル・ディグリーをやろうとしたが、学則にひっかかって、どうしても実現

できなかった。大阪府立大学では、いったいどうやったのか？」と尋ねられた。学則に抵触す

るためにダブル・ディグリーができないという大学がある。しかし学則は簡単には変更できる

ものではない。これは日本の大学の国際化の点で今後問題になるであろう。 

なお大学間協定が無事に結ばれてからも、フランスの大学では登録に困難が生じたことを付

け加えておく。その原因は、フランスの大学の事務があまり日本の大学のシステムを知らない

ということが大きい。学生本人が事務に何度言ってもどうにもならない場合が多々あり、その

度にフランス側の指導教員が働きかけて、事務に動いてもらえた。 

 

遭遇した困難 2：文系特有の難しさ 

博士課程のダブル・ディグリーの圧倒的多数は、理系である。文系のダブル・ディグリーの

困難さは幾つかあるが、フランスの大学を相手とする場合、文系の多くの学問分野で、学生、

教員ともに高度なフランス語能力が要求される点がある。理系では論文執筆も審査も通常すべ

て英語で行える。また、博士論文やその審査結果報告書など、執筆する文書の量そのものが少

なくて済む。しかしフランスの文系の審査では、理系よりもずっと多くの文書を作成せねばな

らず、またその文書がもつ意味も、理系よりも遙かに重要である。なぜならば、フランスでは

rapport de thèseと呼ばれる博士論文審査報告書が、その学生の就職の際に一生ついて回る重要

な意味を持つからである。この報告書は、まず分量が日本の報告書の数倍ある。本件の場合、

日本側の審査報告書は 3ページであるのに対し、フランス側の rapport de thèseは 14ページと

なった。そしてそのフランス語は、構成にも厳密な決まりがあり、極めて特殊な行政文書の独

特の文体で書かれねばならない。この文書の作成は、フランス人教員でも出来る人は限られる。

ましてやフランスの大学に勤めた経験のない日本人審査委員にとって大きな負担である。本件

の場合も、フランス側指導教員の全面的協力なしには、決して完成には至らなかった。 

 

成功のポイント 

我々の体験では、フランスとのダブル・ディグリーの成功には、複数のポイントがあった。 

第 1に日仏の密接な連携である。本件の場合、日仏の指導教員は最低 1ヶ月に 1回はスカイ

プを使って話あい、指導方針や研究の進み具合に関して、情報交換を行った。フランス側指導

教員は、ダブル・ディグリー・プログラムの実施中の 3年間に、毎年フランスで対面指導をし
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ただけでなく、最終審査会の時を含めて 3回来日し、大阪府立大学でも指導を行った。 

成功の第 2の鍵は、日仏両大学でトップに直接ものが言える人の協力である。ダブル・ディ

グリーの協定書の作成には、2 つの大学が持つ、相容れない学則をすり合わせ、制度上の問題

をクリアせねばならない。また学内でも国際交流、教務といった複数の部署において専門知識

をもった事務職員の協力が不可欠となる。これは一教員が個人レベルで実現できるものではな

く、大学に組織として対応してもらう必要がある。本件の場合は、フランス側指導教員が部局

長レベル以上の人であったこと、そして日本側は研究科長の全面支援があったからこそ、実現

できたといえる。 

第 3のポイントとしては奨学金の存在である。既に述べたとおり、本件ではグローバル COE

のような支援は一切ない上、学生に余り金銭的な余裕がなかった。そこで、大阪府立大学の「つ

ばさ基金海外留学支援事業」という奨学金制度を活用した。これは海外へ留学する学生を対象

に、渡航などに必要な経費を一部支援するというもので、お陰でフランスへの渡航費や滞在費

の一部を賄えた。さらに、オルレアン大学、そしてサントル＝ヴァル・ド・ロワール地域圏の

海外在住学生向けの渡航費援助奨学金も獲得できたため、学生個人の金銭的負担を大きく減ら

すことができた。このような奨学金は、ダブル・ディグリー・プロジェクト開始の時点で獲得

が保証されていたわけではない。しかし既存の奨学金制度を積極的に活用したからこそ、大き

な公的支援なしでも両大学の学位の獲得が成ったとも言える。 

 

なぜダブル・ディグリーを目指すのか 

一般的にフランスの大学の学位は、国際的なキャリアを目指す学生にとっては魅力があるだ

ろう。しかしダブル・ディグリーは、制度的に極めて重いものである。当該学生にとって余程

のメリットがなければダブル・ディグリーは始めるべきではないというのが、現場の教員の正

直な感想である。 

あまたの困難を承知の上で、それでもダブル・ディグリーを目指すかどうかを決定する場合

は、学生にとって本当にそれが必要かどうかを第一に考えるべきだと思われる。本件の場合、

学問的な理由がかなり重要であった。オルレアン大学の所蔵する会話コーパスの使用が、博士

論文の研究の成就にとって決定的な意味を持っていた。そして、日本側指導教員が強くない音

韻論や音声学に関しては、フランス側指導教員が指導できるという大きな教育的理由があった。

さらに、社会人学生として、長期留学が難しいという事情もあった。 

 

結論に代えて 

文部科学省は、各大学がそれぞれ学位を授与するダブル・ディグリーではなく「連携する複

数の大学が共同で単一の学位を授与する」ジョイント・ディグリーの優位性を述べている（中

央教育審議会 2014）6。しかし、上述のような日仏の学位認定の在り方の違いにおける問題点

を鑑みると、本事例は各大学が独自の基準と方法で学位授与できるダブル・ディグリーだから

こそ実現できたといえる。 

 

                                                 
6 中央教育審議会大学分科会大学のグローバル化に関するワーキング・グループ(2014)「我が国の大学と外国の大学

間におけるジョイント・ディグリー及びダブル・ディグリー等国際共同学位プログラム構築に関するガイドライン」

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo4/houkoku/__icsFiles/afieldfile/2016/03/23/1353908. pdf.（2019年 5月

10日参照） 
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Le français est parlé par 300 millions de personnes selon les plus récentes statistiques de 
l’Organisation Internationale de la Francophonie (La langue française dans le monde, Paris, 
Gallimard, 2019). Cette langue est une langue internationale, « langue monde » comme l’a 
appelée le président de la République française, Emmanuel Macron, qui, dans ses discours, 
a, à plusieurs reprises, insisté sur le fait que « le français s’est émancipé de son lien avec la 
nation française » et qu’« il est la propriété de tous » (Sommet de la Francophonie 
d’Erevan, le 13 octobre 2018 ; Journée internationale de la francophonie, le 20 mars 2018). 

Cette prise de conscience de la francophonie est aujourd’hui partagée par les acteurs de 
l’enseignement du FLE. Vu ce contexte, comment la francophonie est-elle traitée dans les 
manuels et les méthodes qui constituent le support essentiel de nos pratiques ? Dans cet 
article, nous verrons d’abord comment les contenus culturels des méthodes de FLE ont 
évolué dans le passé et comment la francophonie y est représentée. Nous nous focaliserons 
sur des manuels de français publiés en France pour la diffusion internationale. 

 

1.  Méthodes d’apprentissage du FLE et contenu culturel  
Les méthodes de langue servent à apprendre non seulement la langue dans ses éléments 

linguistiques mais aussi dans sa dimension culturelle. Cette dernière, inséparable de 
l’apprentissage linguistique, est présente dans les textes et les images des manuels 
d’apprentissage qui fournissent aux apprenants des connaissances nécessaires à la maîtrise 
d’une langue. 

D’après le CECR, les connaissances générales (qu’il appelle « la connaissance du 
monde ») ainsi que les connaissances socio-culturelles sont indispensables pour réaliser 
des tâches et des activités langagières (CECR, p. 82). 
Il précise :  
« La connaissance du monde englobe la connaissance (qu’elle soit acquise par l’expérience, 
par l’éducation ou par l’information, etc.)  
– des lieux, institutions et organismes, des personnes, des objets, des faits, des processus et 
des opérations dans différents domaines. La connaissance factuelle du ou des pays dans 
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le(s)quel(s) la langue en cours d’apprentissage est parlée, est de première importance pour 
l’apprenant. Cela recouvre les principales données géographiques, démographiques, 
économiques et politiques. » (CECR, p.82) 

Les connaissances factuelles sur les pays francophones seront donc essentielles pour 
l’apprentissage du français. 

Quant aux connaissances socio-culturelles, le CECR les détaille en 7 catégories :  
1. La vie quotidienne, 2. Les conditions de vie, 3. Les relations interpersonnelles,        
4. Les valeurs, croyances et comportements, 5. Le langage du corps, 6. Le savoir-vivre,          
7. Les comportements rituels.  

Retenons que le CECR souligne le risque « qu’elles (ces connaissances) [soient] 
déformées par des stéréotypes ».  

Pour les apprenants, le manuel de français est le support de base pour se familiariser à la 
culture cible. En particulier, dans le cas de l’apprentissage dans un milieu non-francophone, 
sans contact direct avec la culture francophone, le manuel constitue la principale source de 
connaissances culturelles liées à la langue. Or, quand on veut traiter le français comme une 
« langue monde » partagée sur les 5 continents, les connaissances culturelles relatives à 
cette langue deviennent extrêmement étendues et complexes car un éventail de cultures et 
de situations socio-culturelles différentes existe au sein de la francophonie.  

Comment alors sensibiliser les apprenants à la réalité culturelle que le français 
recouvre ? Que proposent les méthodes de FLE ? Telles sont nos questions et avant 
d’analyser les méthodes actuelles pour y répondre, nous ferons un bref récapitulatif 
historique. 
 

2.  Évolution dans les méthodes d’enseignement du FLE 
Longtemps, l’apprentissage du français présupposait la langue de la France. Nous nous 

souvenons de la méthode « Mauger Bleu », Le cours de Langue et de Civilisation 

Française (1953), qui avait sur sa couverture intérieure une image de Paris avec la tour 
Eiffel, la Seine et l’Arc de Triomphe, qui était symboliquement associée à la langue 
française. C’était le « bon vieux temps » où rayonnait le prestige de la France et de sa 
civilisation. Dans Voix et images de France (1962), la méthode phare SGAV, M. et Mme 
Thibaut, dont nous nous souvenons avec nostalgie, étaient un couple appartenant à la 
bourgeoisie parisienne. 

La première, pour ainsi dire, « révolution » a été amorcée par C’est le printemps (1976), 
considéré comme précurseur de l’approche communicative. Il traitait la société et les 
mœurs françaises après les mouvements de mai 68 avec des hippies, des grévistes, des 
travailleurs immigrés. L’approche communicative a certes ajouté une vision 
anthropologique au contenu culturel en même temps que des éléments socio-culturels au 
contenu linguistique, mais on restait toujours en France. Tout au long du siècle dernier, la 
francophonie était quasiment absente des méthodes de FLE. On ne parlait que de la France 
dans les grandes méthodes communicatives comme Sans frontière (CLE international), 
Espace (Hachette), etc. 
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Mais au tournant du XXIe siècle, nous assistons à la deuxième révolution : une 
ouverture à la francophonie. Vers 2000, une carte de la francophonie commence à être 
intégrée, comme par exemple dans Champion (CLE international, 1999), Forum (Hachette, 
2000) ou Taxi ! (Hachette, 2003). C’est après 2006 qu’on trouve des éléments touchant à la 
francophonie dans le contenu des manuels de français. Les récentes méthodes à vocation 
internationale contiennent pratiquement toutes une carte de la francophonie et lui 
consacrent quelques pages.  

Alors ? (Didier, 2007) présente, dès la leçon 1 de l’unité 1, l’arbre de la francophonie 
qui permet aux apprenants d’être conscients du fait que le français est parlé dans plusieurs 
pays et régions du monde. Cette méthode fait par ailleurs découvrir l’Organisation 
Internationale de la Francophonie, TV5 Monde ainsi que des grandes villes de la 
francophonie (Montréal, Bruxelles) avec des pages riches d’images. Dans Alter-ego 1 

(Hachette, 2006), on utilise le climat de Montréal comme support d’une activité 
linguistique sur le temps qu’il fait. Dans Latitudes (Didier, 2008) sont inclus des quiz sur 
les différences de vocabulaire et d’expressions françaises, selon les régions. Enfin, dans 
Festival (CLE international, 2005), la francophonie devient le thème principal d’une leçon 
entière (leçon 20). Autour d’une table, cinq personnages, originaires de divers pays et 
régions de la francophonie : le Sénégal, le Maroc, le Québec, le Vietnam et la Suisse, 
discutent de l’avenir du français. 

Le contenu culturel de l’enseignement du français connaît une évolution qui s’accorde 
au changement environnemental dû, entre autres, à la mondialisation. L’hégémonie de 
l’anglais devenant décisive, et le prestige de la culture française s’affaiblissant, la 
promotion de la langue française s’appuie désormais sur la francophonie. Les manuels de 
français d’aujourd’hui y ont ainsi de plus en plus recours.  
 

3. Représentation de la francophonie dans les méthodes d’aujourd’hui 
Nous constatons ainsi une augmentation nette de la place qu’occupe la francophonie 

dans l’apprentissage du français depuis le début du siècle. Les contenus sont de plus en 
plus diversifiés et riches sur la francophonie dans les méthodes les plus récentes. Pour 
notre analyse, nous avons choisi trois méthodes de FLE publiées en France à destination du 
marché international : Saison 1 (Didier, 2015), Défi 1 (Maison des langues, 2017) et 
Cosmopolite 1 (Hachette, 2018), respectivement notées « S », « D » et « C » ci-après. 
(Nous n’avons pas pris en compte la méthode la plus récente de CLE International, 
Tendance (2016) car elle ne contenait que très peu d’éléments sur la francophonie.) 

Dans ces trois méthodes, nous constatons des traits communs, quant à la représentation 
de la francophonie, que nous résumons en 7 points, comme suit :   
1) Invitation à la prise de conscience de la francophonie dès le début de l'apprentissage 

Avec une carte géographique, des images ou même une vidéo, les apprenants sont 
invités à découvrir l’ouverture et la diversité du monde de la langue française. (C p. 19, D 
pp. 16-17, S p. 24) 
2) Diversification des pays et régions représentés  
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La francophonie du nord, la plus connue, telle que celle Québec ou de la Belgique, est le 
plus souvent présentée dans les méthodes, mais d’autres pays et d’autres régions du monde 
commencent à apparaître et les communautés francophones en situation minoritaire 
commencent à être traitées.  

Nous avons ici des exemples : Le musée historique d’Abomey au Bénin (S p. 86), La 
Louisiane (S p. 78), La vallée d’Aoste (C pp. 42-43), les Acadiens (C p. 94). 
3) Diversification des documents 

Les documents traités sont diversifiés : des documents authentiques (ou 
quasi-authentiques) tels que son, vidéo, site internet, etc. Par exemple, vidéo du festival 
francophone de la Louisiane (S p. 78), site Internet d’un journal communautaire Acadie 

nouvelle (C p. 94), page dédiée aux littératures francophones du site Internet de Fr3 (C pp. 
96 et 98), liste de médias francophones (C p. 90). 
4) Diversification des thèmes 

La diversification des thèmes se remarque, même si nous constatons que certaines 
thématiques sont plus facilement associées aux différentes régions francophones, telles que 
le voyage, la cuisine, la littérature, etc. : les femmes africaines (S p. 185), la modernité et la 
tradition dans un village marocain (D pp. 90-91) ou l’urbanisme à Abidjan (D pp. 104-105). 
Des exemples de thèmes plutôt traditionnels : un séjour au Maroc (C p. 116), un restaurant 
étoilé à Lausanne (C p. 148). 
5) Diversification des activités 

Les activités autour des documents sur la francophonie sont de plus en plus 
diversifiées : compréhension orale sur la comparaison du temps de travail entre la Belgique, 
la Suisse et la France (D p. 83), activités communicatives sur un acte de parole pour dire 
pourquoi on aime le Maroc (D p. 42) ou dire le temps dans quatre villes d’Afrique (C p. 
118), projet sur l’« E-tourisme francophone » (C p. 124). 
6)  Regards croisés et non géographiques sur la francophonie 

On constate également des regards croisés sur la francophonie : par exemple, dans Défi 

1 (p. 128), trois francophones racontent leur expérience gastronomique, un Algérien à Paris, 
un Marocain au Vietnam et un Français à Montréal. Des regards non géographiques 
traditionnels aussi sur la communauté des francophones en Thaïlande, des petits coins de 
France à Addis-Abeba en Éthiopie et à Philadelphie aux États-Unis (C p. 138), des 
expatriés français à l’étranger (C p. 5, S p. 155) et enfin une entrevue avec un francophile 
américain (C p. 62). 
7) Absence des variétés linguistiques régionales : vocabulaire, expressions, prononciation 

Ce qui est intéressant à remarquer, c’est que la variété de la langue française du point de 
vue linguistique n’est pas présentée, sauf une exception : une rubrique dans Saison (p. 73) 
« Drôle d'expression » où on trouve un quiz sur une expression québécoise. Nous 
comprenons que la francophonie est traitée non pas dans son aspect linguistique mais 
culturel. Ceci peut provenir du niveau des méthodes que nous avons choisies (niveau A1). 
Pour les débutants, on enseigne le français en tâchant d’éviter au maximum de créer de la 
confusion linguistique chez les apprenants.  
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Ainsi, les contenus concernant la francophonie dans des méthodes de français sont 
aujourd’hui diversifiés et riches sur le plan culturel, mais mettent de côté la variété 
linguistique, au moins pour les débutants.  

Avant de se réjouir de ces constats et de conclure cet article, il faudrait voir les dangers 
des stéréotypes que le CECR avait signalés. En fait, malgré sa diversification, il y a des 
thèmes qui s’associent plus facilement à la francophonie du sud, par exemple le voyage, 
alors que pour la vie familiale, la vie sociale (le mariage, le travail par exemple), on ne 
trouve pas de référence aux pays non occidentaux. Il existe également un danger de 
simplification des éléments socio-culturels, ce qui risque de consolider les stéréotypes des 
apprenants.  

Concernant les stéréotypes, la méthode Défi a une double page qui leur est consacrée 
(pp. 40-41), ce qui mérite d’être cité ici. Faute de temps pour approfondir ce sujet, nous 
nous contenterons de rappeler que Defays (2003, p. 67) avait insisté sur l’importance de la 
conscience critique des stéréotypes en classe de langue. Il est impératif d’examiner, avec 
les apprenants, les descriptions faites par les manuels, pour éviter une impression trop 
restreinte. Cela se joint à l’apprentissage interculturel qui consiste à relativiser sa propre 
culture et s’approprier celle d’autrui. 
 

En guise de conclusion 
 

Nous avons constaté qu’il existe aujourd’hui des méthodes de FLE qui tâchent de faire 
découvrir aux étudiants la richesse du monde francophone, sa diversité culturelle. Ces 
éléments peuvent donner de nouvelles motivations aux étudiants pour étudier le français. 
La francophonie permet d’« ouvrir » les apprenants à des régions du monde et des pays 
dont on ne parle pas forcément beaucoup dans le cursus scolaire et universitaire, ni dans les 
médias japonais. Ceci ne peut leur être que bénéfique. 

En fait, la « réalité culturelle du français » est impossible à traiter dans son ensemble, 
tellement elle est complexe, mais son enseignement doit assumer cette dimension culturelle. 
Parmi les 300 millions de francophones, les Français ne sont que 60 millions. Nous, 
enseignants, devrions éveiller et alimenter la conscience des étudiants à la pluralité du 
monde francophone, d’autant qu’aujourd’hui la mondialisation et l’anglicisation 
s’intensifient. Il est une tâche primordiale pour l’enseignement du français de présenter 
cette langue comme une « langue monde » partagée. N’oublions pas, qu’à la différence de 
l’« International English » qui se veut détaché du contexte culturel local, la francophonie 
trouve sa valeur justement dans ses couleurs locales et sa diversité culturelle.  

Enfin, la francophonie dans les méthodes de FLE a une histoire assez récente comme 
nous l’avons vu plus haut. Un enrichissement et une amélioration sont attendus dans 
l’avenir pour assurer un enseignement culturel plus riche du français. 
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Hors thème 
 

フランス語と複言語主義 
 

 

粕谷 祐己 

KASUYA Yuichi  
金沢大学 

yuichikasuya@gmail.com 
 

 

 

Plurilinguismeはヨーロッパで形成された概念であって「複言語主義」はその訳語として生ま

れたが（細川・西山、pp.22-23）、複言語主義をそのいちばん根源的な形において、ヨーロッパ

から日本の文脈に置き換えて考えてみるならば、それが多種多様な興味深い形で具体化しうる

ことが見えてくる。本稿はフランス語が関係した複言語主義的な実践とその意義を日本の文脈

において考察したものである。複言語主義は狭義の言語教育の場には限らないし、また限るべ

きではない。 

 

1．フランス語とロマンス語 

まず言語学的に近接する言語群の複言語主義を考える。日本語はかなり孤立した言語といえ

るので、その話者は自らの母語にかなり類似した別の言語とのコンタクトという経験をうまく

イメージしにくいが、ロマンス諸語間の近さを実感として知るひとにとって、教育の場におけ

る言語学的近接性の活用が有用なのは、自明である。 

フランス語の習得は、ラテン語から派生したとされ、それゆえ語彙、構造が明白な類似性を

示す言語であるスペイン語やイタリア語、ポルトガル語などへのアクセスを容易にする。間言

語理解 intercompréhensionの語が本来指し示すこと、すなわち「自らの言語に助けを求めなが

ら他者の言語を理解しながら、直接的あるいは間接的にコミュニケートすること」(“le fait de 

communiquer, directement ou indirectement, en recourant à sa langue et en comprenant celle de l’autre”, 

P.Escudé et P.Janin, p.9) からすれば、これらの言語間ではこの間言語理解が高度に可能であるこ

とが話者たちによって自明に了解されていたと言える。この方向性に基づいたロマンス語話者

のための教材も既にかなり高度な形になっている。EuRom5はそのひとつで、Claire 

Blanche-Benveniste (1935-2010)の流れを汲むロマンス語の異なる言語の教育専門家たちによっ

て完成されたものである。先行する試みであった EuRom4の葡西伊仏語にカタルーニャ語を加

え、“PECIF”のうちのどれかに習熟している学習者にその言語を通して他の 4言語へ容易にア

クセスする手段を提供している。 

たとえば、日本の大学でポルトガル語が教育言語としてとりあげられる場はほとんどないの

だが、このような教材の存在を前提にすれば「とりあえず、フランス語かスペイン語にある程

度熟達しておけば、ポルトガル語学習は比較的容易」と潜在的ポルトガル語学習者（多くは将

来ブラジルとの交流を考えている若者であろう）に伝えて世界的視野の言語情勢に

well-informedとできる状況に我々は最初からいることが分かる。あとの問題は日本の教育関係
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者がそれを十分意識する意思を持つかどうかだけである。 

金沢大学では「天の川」Via Lácteaという、スペイン、ポルトガル、日本の四大学による学

生交換研修・インターンプロジェクトのために、学生にポルトガル語教育へのアクセスが要求

される局面があった。こういうケースには言語教育経験の乏しいブラジル人留学生に急遽講師

として準備クラスを開講してもらって対処したりするわけだが、このようなミッションは個別

言語のネイティブより「外国語教育」のプロが担当するという考え方もあるはずである。筆者

が実践したように EuRom5 を用いてフランス語、フランス語既修者にスペイン語やポルトガル

語を教えることが、多くのロマンス語学教員には可能で、確実に効果がある。 

 

2．フランス語と英語 

次に、既に 19世紀においてフランス人も世界的通用度を認めており、21世紀においてます

ます世界的伝播が進んだ問題の言語である英語と、フランス語の複言語主義的共存、教育上相

乗効果を生む関係を考える。複言語主義が云々されるとき、日本だけでなくヨーロッパにおい

てさえ一般的なのは、複言語主義は英語一辺倒の状況に対置されるものというのがとりあえず

の認識であるということだが、本来複言語主義は英語教育推進の敵ではない。英語教育の向上

に貢献する複言語主義的教育は、構想可能である。 

英語の授業は英語で行い英語で理解する、日本語に訳さない、という純粋主義を志向するこ

とが必ずしも英語能力向上の最良手段でないことは、多くの論者の主張するところである。た

とえ教室が完全に英語で満ちていても、学習者の頭の中に母語による思考が介在しないならば、

高度な学習がなりたつかどうかというところまで考えるなら、対象言語以外の言語による仲介

は排除すべきものというより、重要な、大切な役割を担うものとして統合することを考えるべ

きと思えてくる。外国語教師は二言語、複数言語の仲介役ととらえてもよいはずである。この

ことは複数の文化、世界の文化へのアクセスを可能にする英語教育は結局複言語主義的なもの

であるという認識にも繋がっていくはずだ。 

21世紀初頭の世界における英語のとびぬけた重要性をかんがみて、英語教育への貢献をフラ

ンス語教育の利点の大きなものとして前面に押し出すことには強い抵抗を感じる向きも多い

ことだろう。だがもしフランス語教育がいささかでも英語教育に具体的貢献をなすことが現実

に認められるならば、そして有効な英語学習法のニーズが日本社会内にたしかに存在するなら

ば、プライド、こだわりを排して試みるに値する実践であるのは明らかである。 

1066年の Norman Conquest 以来、フランス語が英語に与えた影響は甚大である。フランス語

への顧慮を完全に排除して英語の語彙、構文等をマスターしようというのは非常に無理のある

試みなのである。フランス語は英語に対して確かに特権的位置にあるのだ。ヨーロッパ以外か

ら日本にきている留学生たちは一般的にノーマン・コンクェストのことを知らない（故国で教

えられていない）が、より効率的で深い英語習得のためのフランス語学習の意義を理解したな

ら、「故国に帰ってもフランス語を続ける」という意欲を示すのが一般的反応である。P.Escudé, 

P.Janinの報告している、間言語理解的教育の実践されたタイ・バンコク l’Asian Institute of 
Technology (AIT)の例も示唆的である(p.114 以下.)。 

この種の実践は近年、日本でこそ、とくに高い効果が認知されているともいえる。 

英仏比較文法に関するある種の知識をフランス語教育の中での英語上達のために体系的に、

効率よく活用する手段を開発できるかどうかはまだこれからの調査・研究を待たねばならない

が、語彙習得の領域では両言語を関連付けることの効用は自明である。英語の単語“feasible”が

いったんフランス語の「語源」faisableと関連付けられれば、フランス語をある程度知ってい
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るひとにはその「意味」が自明に理解できる、そして忘れにくい語彙となる――しかしフラン

ス語を解さないひとにはその効用が理解できない――という例はよくあり、ある程度高度に英

語が使いたいならフランス語はやっておくべきだという主張は、正当性をもって続けられる。 

近年評判だという『英単語の語源図鑑』という本があるが、この本の中では「語源」という

言葉が使われるだけで「フランス語」という言葉がほとんど出てこないのが大変興味深い。英

語の語源を云々する際に「ラテン語」への言及は許容されても「フランス語」は許容されない

かの如くであるが考えてみればこれは、意識することなしに、多くの学習者が英語学習のため

にフランス語を利用する状況を作り出している好例とも言えるのである。 

以上のような、英語教育との関わりの中で特権的なフランス語教育観を打ち出すことはある

意味、フランス語を「第二外国語」の隊列の中から抜け出させることになるが、その償いのた

めにフランス語教育者は、「とにかく」第二外国語というもの全体の認知を目指すという理念

に常に忠実でありつづける姿勢を取り続けたい。 

そしてこの種の教育・学習は、ラテン語や言語学の成果を活用するだけに、初中等教育にお

ける英語教育の場より、あるいは市井の英語教育の場より、大学教育の中におく方がふさわし

い。そう考えるなら、コミュニカティヴ・アプローチ全盛の語学教育において、あえて今も厳

然として残る伝統の文法クラスの効用を前面に出して主張する方針もありうるのではないか

と思える。日本はヨーロッパとはコンテクストが違うのである。 

水村美苗の『日本語が亡びるとき』における、真に英語のできる人材の絶対的必要性につい

ての警告は妥当なものだが、いま日本の指導者層が「ほんとうに」国民のかなりの層が英語に

ほんとうに熟達することを目指しているかどうか、筆者には分からない。ただ一部の英語至上

主義的言説がフランス語の効用をいくら否定しようと、フランス語教員としては意に介さず、

現実にある英仏語の近接性を淡々と追及しているだけで、個人レベルで個人的動機から英語能

力を上げたい人々への貢献は確実になせることになる。 

 

3．カナダ文学とフランス語 

フランス語はたしかに世界に展開する言葉であるが母語話者は英語、スペイン語、中国語等

と比べて格段に少ない。それだけ「フランコフォニー」と呼ばれる場ではフランス語以外の言

語の存在が意識される場合が非常に多い。なかでも英語の存在が強烈に意識される場の代表と

してカナダのことが想起される。カナダ語というものはないが、カナダの文学はほぼ英語文学

とフランス語文学で成り立っていると言えるので、カナダ文学教育の場はどうしても複言語主

義的になる。 

21世紀の大国であるカナダを、他国と異なる、独立したひとつの国語をもった国でないから

という理由で「非常にややこしい国」、特に理解する努力をしなくていい国とする潜在的認識

がはびこる状況はそろそろ改善しなければならないが、カナダの文学を学ぶということと、フ

ランコフォニーの一角であるケベックの文学（あるいはニューブランスウィック等の文学）を

学ぶということは明らかに意義が異なることは念頭に置かなければならない。フランコフォニ

ーが国家規模での多文化主義を生んだ格好の例であるカナダは、それゆえにこそカナダという

総体として扱うのが適切な対象である。マーガレット・アトウッドは英系・仏系を通じて「生

き延びること」がカナダ中心的象徴となっていることを主張するのである。 

 

4．ベトナム文学とフランス語 

ベトナム語のマスターは難しくても、ベトナム文学に触れることはほんの少しの意欲があれ
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ば多くの人に可能である。 

古代から現代に至るベトナム文学通史の本はフランス語によるもの以外の活用が困難であ

るのが現状である。フランス統治という歴史もあるが、今日、日本でベトナム文学に関する授

業を構想する際にはどうしてもフランス語が視野に入ってくる。   

日本におけるベトナム文学のクラスは、フランス語のある程度できる日本人学生を集め、外

国語としては日本語少し、英語がある程度可能なベトナム人学生のサポートを受けるという形

で始めるのが現実的である。この種の授業にベトナムの学生さんが積極的に協力してくれると

いうことには、計り知れない国際的意義がある。グローバル時代の現代では「文学」はこのよ

うな方向で教え、学ぶという発想が優勢になるのではないか。 

ベトナムという個別例に関して、漠然と、ベトナム人はローマ字表記を――フランス人から

――「押し付けられた」のだというとらえ方をするのは卒業すべきことだ、というのは心にお

くべきだろう。ベトナム語を「漢字」におきかえて理解し、記憶するというのは日本人学習者

の頭の中だけの複言語主義的営みとしておくのが、ベトナムの人々の意思に敬意を表すること

ではないか。 

一般に、高等教育における文学を国民国家の利益代表のような形にしておくのは、21世紀の

実情にあったことではなくなっていくだろう。英語文学、フランス語文学と「言語別」に分け

るくらいで、それら全部を、国民文学としての認知が遅れている文学には十分な顧慮を払いな

がら、世界文学の中に溶かし込むこと、そしてその組織に創作科を加えることで、21世紀の文

学教育の体制が整うと言えるのではないか。 

「仏文科」が「文学コース」等の中に溶け込んでも、それが最終的にフランコフォニーの不

利益にはなるわけではない。なぜなら現行の「文学」の概念そのものの根底に、十分フランス

的なものがある、ととらえうるからである。 

「政治」の時代は日本の若者においても、ベトナムの若者においても既に終わっている。文

学的相互理解の上で「政治」はもはや問題にはならない。政治的なことを口実に文学的なレベ

ルでの相互理解の試みを難ずることには、なんら意味がない。 

フランコフォニーは相互理解を脇からサポートする役割を演ずるのであり、サポートの役割

を受け入れなければならない。フランコフォニーから、そして 1945年に Haîkaîsなる作品を残

して日本からは特別な関心の対象となる Phạm Văn Ký (1910-1992)は、現代ベトナム人にはあま

りよく知られない作家であり、日本＝ベトナム相互理解にとってきっかけでしかなく、フラン

ス語はそのサポート役にすぎないことを念頭におくべきである。 

ただサポート役に徹するならば、フランコフォニーの場所は確実に存在する。 

 

[アフリカにおけるフランス語] 

アフリカを、西洋語・西洋文化全体と拮抗しうる言語・文化（アラビア語、イスラム文化）

は存在するが種種さまざまな現地語の大規模な学習体制構築が現実的でない、そして非フラン

コフォニー（英語圏、ポルトガル語圏など）を含んでいる大きな存在としてとらえてみよう。 

英語を用いて、あるいは履修者たちの言語能力によっては日本語をメインにして英語を補足

的に使って、資料自体はフランス語のものを使う。（配布資料は英語。教員の口頭説明の 20%

くらいが英語）、留学生にも履修できる授業が構想できる。金沢大学における「アフリカ概説」

＝「アフリカ系人の音楽を通じて知る現代の世界」の授業である。 

Le Monde diplomatique仏語版の、特に「地図」の部分の使用も、いくつかの語について注意

を加えるならば、学習者たちはまさしく「手持ちの英語の能力をもってフランス語を理解して
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いる」という、間言語理解の実践を行っている自分を見出す。 

ところでアフリカは、いうまでもなく現在中国が存在感を高めている地域である。「英語と

日本語に次いで、フランス語は中国で人気がある外国語である。近年アフリカ圏でフランス語

の需要が高まっていることは、中国でのフランス語学習者が増えている理由の一つである。現

在、アフリカに中国の企業はほぼ 1600社あり、大学の約 30％のフランス語専攻の卒業生はア

フリカで就職する。また、カナダ（ケベック州）へ移民するため、フランス語を勉強し始める

人も徐々に多くなっている。アフリカに国際市場を広めるなどの観点から、日本でもフランス

語を話せる人材を積極的に育てていくべきだと考える」という呉昊氏の主張（p.26）にはうな

ずけるところもあるが、現実問題として日本が中華人民共和国と同じ政策を国家的レベルでと

ることはできない。中国並みの数の日本の若者をアフリカに送り込もうにも、彼らに将来的展

望をもってもらうことは難しく、ほぼ不可能である。しかし無理にそれをする代わりに、自ら

は良心的なアフリカ通になることを、そして若者には日本社会のさまざまなポジションで存在

感をもつ良心的なアフリカ通になってもらうことなら可能であるし、推進すべきことであろう。 

以上は、かなり長い間アルジェリアと日本の友好促進について考えてきた自負のある筆者の

率直な思いである。 

 

2019年、令和元年における諸問題、とくに「外国人が国内に増えることで、日本人が職を奪

われるとか、日本固有と思っていた文化が変わるということを、どう受けとめるか」という猪

木武徳氏の心配は、日本のひとの積極的な外の文化の理解の努力による解消を目指すのが妥当

である。フランス語教育は複言語主義を通じて、それに貢献できるのである。 
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はじめに 

 現在、多様な教科でアクティヴ・ラーニングが導入されているが、フランス文学の授業にお

けるアクティヴ・ラーニングの有用性についてはあまり議論されていない。しかし、フランス

語以上に学生にはなじみの薄いフランス文学こそ、アクティヴ・ラーニングでの授業が必要な

のではないだろうか。今回のアトリエでは、1. フランス文学を教える際の問題点や背景の説明、

2. それぞれの授業実践の紹介、3. 実際に授業で行ったワークを参加者に体験してもらう、の

順で、アクティヴ・ラーニングで学ぶフランス文学の授業の可能性を参加者と共に検討した。 

 

1. フランス文学を教える難しさ 

 フランス文学についての知識がすでに一般常識や知るべき教養ではない時代にあって、学生

の日常から遠いフランス文学を教えることは容易なことではない。フランスと日本という、文

化的・社会的相違は言うまでもないが、教科として考えた場合、次のような問題点が指摘でき

る。1. フランス文学史の授業としては、通常、講義型の授業が想定される。しかし、従来の講

義型では学生の集中力を保つことは困難である。2. 学生は必ずしもフランス文学に興味を抱い

ている訳でも、知識がある訳でもなく、「必修だから」「フランス文化の一部として」など、受

講の動機は多岐にわたる。3. 現行のフランス文学史の本は、通史の読み物として成り立つよう

に編集されている場合が多い。作品の抜粋はあっても、練習問題も掲載されている語学の教科

書とは異なり、学生に考えさせる観点からは編集されていない。4.文学史として教える場合、

歴史の解説が主体となってしまい、肝心の作品に触れさせる機会がわずかになってしまう。 

加えて、教員側に内在する問題もある。フランス文学担当の教員は、学生時代、文学部でフ

ランス文学を専攻している場合がほとんどであり、学部の専門課程でも大学院でも、テキスト

講読を通じて一つの作品を時間をかけて学ぶ訓練を積む。しかし、実際の授業のように、半年

や一年でフランス文学全体を概観する教授法は学んではいない。フランス語教員が「フランス

語教授法」を学ぶ機会があるのとは異なり、「フランス文学教授法」を学ぶ機会はないのだ。 

それでは、限られた授業時間でフランス文学についての主体的な学び・深い学びを生み出す

にはどうしたらよいだろうか。また、どのようにすれば、教室で他者と共に文学を学ぶことに

意味をもたせることができるのだろうか。以下、授業実践をふまえて考察していく。 
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2. 授業実践 (1)：「フランス語圏文学史」をアクティヴに学ぶ（原野） 

2-1. 授業の目的と流れ 

 大阪市立大学で筆者が担当する「フランス語圏文学史」での取り組みを紹介したい。この授

業は文学部専門科目であり、2018年度後期の履修者は 46名、受講者は文学部の 1・2年生が中

心である。総じてフランス文学に触れた経験は少なく、文学テクストに対しても、想定される

正答を探しに行く受験国語的な取り組み方に慣れている。 

これらを踏まえ、本授業の目標は「フランス語圏文学・入門」、つまり個々の作品に触れ、

味わい、まずは文学の面白さを体験してもらうこととした。膨大な文学史的知識の詰め込みは

目指さない。そのかわり、授業を具体的な作品読解と討論の場として設計する。要は個人学習

とグループによる協働学習を授業の中心にすえ、学生を「門」のこちら側へといやおうなしに

ひっぱりこんでしまおうというわけだ。 

なお手探りの AL 導入にあたっては他教科の実践例が大いに参考となった。とりわけ古典教

育に AL を活用した平野多恵の取り組みからは多くの示唆を受けている（平野 2015）。 

授業の流れは以下のとおりである。 

①前回授業の振り返り 5分 コミュニケーションカード（CC）のシェア 

②概説と設問の発表 10分 必要最低限の歴史・社会状況、作者・作品情報についてパワーポ

イントで説明。テクストと補助資料（年表等）をプリント配布し、

設問を提示 

③個人ワーク 5-10分 テクストを読み、各自で課題に取り組む 

④グループワーク 10-15分 3～5名のグループを作り、アイスブレイク後に共有・討議 

⑤発表  5-10分 1～2グループ、場合によっては全グループに指名して発表 

⑥解説 5-10分  

〈授業時間の範囲内で②～⑤をもう一回転させる〉 
⑦振り返り 5分  
学生が当日初めて渡されたテクストを理解し、味わい、対話を通じて気づきが醸成されてゆ

くまでには、一定の時間がどうしても必要である。個人／グループワークに十分な時間を確保

するには、教員による説明（②と⑥）をいかに凝縮できるかが鍵となる。また同時にインター

ネット上の画像や動画等を活用して五感に訴え、単調にならないよう工夫している。 

 

2-2. 発問のデザイン 

 テクストの選定以上に、「思考を刺激する」（中井 2015）発問の持つ重要性についてはいくら

強調してもしすぎることはないだろう。「テクストの読解と討論」という毎回同じフレームの

内部で漠然とした発問を繰り返していては、当然ながら学生の関心を保ちつづけることはでき

ない。個人的には、省察と対話を起動させる発問の質、そしてヴァリエーションの確保が AL

型授業の成否を分けるといっても過言ではないと感じている。以下にワークの課題例を示す。 
コルネイユ『ル・シッド』 
ラシーヌ『フェードル』 

①仇討ちか恋人かの二者択一を迫られるという抜き差しならぬ状況で、あな

ただったらどうする？②『ル・シッド』と『フェードル』において、恋愛は

主人公たちをそれぞれどこに連れていく？グループで話し合い、「○○な愛」

の形式でポスターにキャッチコピーをつけよう 
ディドロ『ラモーの甥』 ①ラモーの甥は「徳や哲学」にどのように評価している？テクストから抜き

だそう②「人生は○○だ。なぜなら○○だからだ」ラモーの甥になりかわっ

て空欄を埋めよう③ラモーの甥の主張（②）に対して反論を試みよう 
フローベール 
『ボヴァリー夫人』 

①自然描写から感じられる雰囲気をオノマトペで表現しよう 
②孤独な日暮れと水辺の散歩、ふたつの場面を比較し、黙したまま散歩する

エンマとレオンの心情を想像しよう 

課題は主として①ハードルを下げ、変化球を投げる、②本質を問う、の 2つのレベルを含む
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よう留意している。まずは敷居を可能な限り低く設定し、人前で意見を言うことが苦手で固く

なっている学生にも「これなら答えられる」と感じさせる取り組みやすさ、やる気を触発する

「ツッコミどころ」を盛り込む。それを踏まえて、作品の本質に関わる問いを置く。 

時間的制約のなかで、真に問う価値のある深い問いを自分事として考えさせるために、恋愛

をフックとして使用することが多い。現代の若者にも共感しやすいトピックであるだけでなく、

さまざまな恋愛のかたちからは往々にして当時の時代背景や、現代とは異なる価値観が浮かび

上がってくるためだ。例えば『マノン・レスコー』では序文と本文を合わせて読み、18世紀小

説特有のパラテクストの機能と戦略に目を向けさせる。そこから当時の宗教観・道徳観や小説

の位置が見えてくる。多様な価値観への扉を開くこと、「文学ってこんなもの」という思い込

みを壊すこと、そのために学生をいい意味で驚かせること。これらも発問に際して常に念頭に

置いている事柄である。なお具体的な発問デザインに関しては、①テクストの根拠となる部分

を意識させる、②具体的に問う、③別テクストと比較させる、④「あなたにとって」の一言を

添える、などが有効である。 

 

2-3. よりよく「読む」ために「書く」こと 

 授業を通じて、学生は CC（学校指定の A5 用紙表裏）にのべつ「書く」ことになる。個人ワ

ークでメモし、ひとりひとりがグループワークの作業記録を取り、振り返りで書く。書く作業

の利点は以下の 4点である。①書く必要性により思考が促される、②「話し合い」に加えて「書

く」ことで思考が整理される、③段階を追って書くことにより、気づきや読みの深化を学生自

身が実感できる、④発言ができなくても書くことならできる学生もいる。ちょっとした思いつ

きや率直な本音等も含め、討論に上がってこなかった意見を拾うことが可能になる。 

CC は回収後、次回授業の冒頭で紹介する。学生にはさらなる共有の機会が生まれ、教師に

とっては双方向コミュニケーションのツールとして有効に機能する。ワークシートのデザイン

が今後の課題だが、デザインの工夫しだいでよりよく「読む」ために「書く」ことの意義はさ

らに高められると感じている。 

 

3. 授業実践 (2)：自分事としてフランス文学を学ぶには（中山） 

 2018年度、初めてフランス文学史を担当するにあたり、これまでフランス語講読の授業を『星

の王子さま』をアクティヴ・ラーニングで教えてきた経験から、フランス文学もアクティヴ・

ラーニングで教えたいと考えた。原野の実践を参考に、勤務校（外国語大学）の学生に合わせ

た授業をデザインした。 

 

3-1. 授業の目的と流れ 

2018年度はフランス文学関連の授業として「フランス文学史」と「フランス文学の基礎知識」

の２つを担当した。 

「フランス文学史」は通年で履修できる選択科目であり、主としてフランス語学科の 2・3

年生が受講した（春学期 36人、秋学期 12人）。「フランス文学の基礎知識」はフランス語学科

2 年生対象の必修科目であり、66 人が受講した。「フランス文学史」は『初めて学ぶフランス

文学史』（ミネルヴァ書房）を教科書とし、適宜、参考資料を配布する形で授業を行った。以

下が授業の流れである。 

① 前回の授業の振り返りとして、学生からのコメントや質問の紹介。 

② 時代背景、作家、作品について教師が解説（DVD 等視聴覚教材も用いる）。 
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③ 作品の抜粋を音読（フランス語原文と日本語訳）。 

④ 教師が指定するアクティビティを、まず個人で、次に 4~5名のグループで取り組む。 

⑤ グループごとに結果を発表。 

⑥ 大学HPの manabaのアンケート機能を用い、各自のスマートフォンから授業の振り返り

を記入（200字以上）。 

「フランス文学の基礎知識」では、②の教師による解説に先んじて、時代背景についての穴

埋めプリントを配布し、個人とグループによる討議で穴埋めを記入させた上で、教師が解説

を行った。まず各自に自分の知識を整理させ、漫然と教師の話を聞くのではなく、より主体

的に解説を聞く姿勢を作ることを心がけた。また、受講生が多いので、⑤各グループに指名

しての発表の代わりに、各グループのアクティビティの結果を manabaから web入力させ、そ

れをプロジェクターに投影して紹介した。それにより、多人数のクラスでも学生間の意見の

シェアを可能にした。 

 授業の目的としては、1. フランス文学が身近なものであることを知る 2. 昔のフランスの出

来事や考え方が、今の自分とつながっていることを知ることを掲げた。1. の例として、初回の

授業で、フランス文学を原作としたアニメ、映画、舞台作品などについてのクイズを行い、す

でに知っているフランス文学作品が多くあることを自覚させた。2. の例として、文学史上でも

重要な 17世紀のサロンや 18世紀のカフェを紹介した上で、現代の日本でも存在する、他者と

の交流を生み出す場としてのサロンやカフェを考えさせた（国際交流サロン、サイエンスカフ

ェ、認知症カフェ等）。 

 

3-2. アクティビティの成功例と失敗例 

 すでに原野が指摘したように、学生に主体的にテクストと関わらせ、活発なグループでの討

議を生み出すには、発問のデザインが不可欠である。以下がワークの課題例である。 

ドービニェ『悲愴

曲』、モンテーニュ

『エセー』 
『悲愴曲』と『エセー』の抜粋を読んで、気づきを３つあげてみよう。 

パスカル『パンセ』 
パスカルの『パンセ』の抜粋を読み、自分の一番心に残る文を一つ選んでください。

そして、グループメンバーにその文を自分の言葉で解説してください。 

コルネイユ『ル・シ

ッド』、ラシーヌ『フ

ェードル』 

作品（フランス語）を黙読し、特に重要だと思う 1文を挙げ、その理由も述べてくだ

さい。次に音読した上で、音声面での気づきを書いてください。『フェードル』の３

つの上演（youtubeで公開されているもの）を見て、一番印象に残った演出と、その

理由を述べてください。 

 うまくいくワークとしては、学生が自己投影をしやすく、身近に感じられる課題や、問いが

具体的で、段階を追って理解を深められる課題が挙げられる。『パンセ』の抜粋を読むワーク

では、就活経験や自分の内省的側面を思い起こし、学生のコメントからも親近感を感じたこと

がうかがえた。また、『ル・シッド』と『フェードル』については、文字と音声、演技により

どのように戯曲の印象が変わるのかを体験する課題であり、学生はさまざまな視点から気づき

を得ていた。 

 一方で、うまくいかなかったワークとしては、漠然とした問いや、作品の単純な比較が挙げ

られる。16世紀の宗教戦争を背景に書かれた『悲愴曲』と『エセー』についてのワークは、学
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生からは「まったく違う作品なので比較が難しい」というコメントが出され、安易に感想を求

めるような設問は作品理解の助けとならないことを認識させられた。 

  

4. 今後の課題・目標として 

 アトリエでは、続いて、授業のワーク体験として、原野の指導で『異邦人』についてのグル

ープ・ワークを行った。主人公によるアラブ人殺害の場面を、主人公の側と、殺されるアラブ

人の側それぞれの視点で考察するワークは、参加者に新鮮な体験として受け止められた。「問

いの工夫によりアクティビティの成否が左右されることを実感した」「学生主体で考えさせる

設問は作品への興味を高める」という感想があった一方で、「グループ・ディスカッションを

核とした短時間のアクティヴ・ラーニングでどこまで議論が深められるか」という指摘もあっ

た。確かに、高いレベルでの議論には学生側のモチベーションの高さや知識が必要とされるか

もしれない。しかし少なくとも、他者との意見交換により、ひとつのテクストに多様な視点で

の解釈が存在することを知ることは、学生にとって貴重な経験になる。フランス文学をアクテ

ィヴ・ラーニングで学ぶ授業で、われわれはまず、学生が未知だと思っていたフランス文学を

身近なものだと知ることを目標としたが、フランス文学を通して、自分や社会を新たな目で見

つめ、世界の多様性を感じるきっかけを作ることを今後の課題としたい。 

 

【参考文献】 

平野多恵（2017）「今を生きるための〈古典〉―AL で〈面白さ〉を発見する」,『学研・進学 

 情報』2017年 5月号，学研進学情報編集部：2-5. 

中井俊樹（2015）「発問で思考を刺激する」，中井俊樹編『アクティブラーニング』（シリーズ 

 大学の授業法 ３），玉川大学出版部：74-81. 
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Hors thème 
 

プロジェクト学習型アクティブ･ラーニングのゆくえ 

―「弘前×フランス」プロジェクトの継続から考える 
 

 

熊野 真規子 

KUMANO Makiko  
弘前大学 

kumano@hirosaki-u.ac.jp 
 
 
 

複言語・複文化教育プロジェクト〔フランス語モデル〕（「弘前×フランス」プロジェクト）

の学生主体活動は、活動を支えるベーシックな部分を試行的に授業プログラム化して以来、ほ

ぼ毎年継続が危ぶまれつつ、首の皮一枚でつながってきた1。2018 年度末に卒業した学年は、

上級生の不在（留学）によって初年度途中から手探りで幹部運営を担い、次年度も継続して幹

部運営を担うことになったことから、結果的にチームの結束と自律性が高まった。そのため、

授業ではなくサークル活動化したいという希望や、新カリキュラムの学生を授業プログラムに

勧誘する戦略の提案など、その主張を考慮したり取り入れたりした経緯がある2。 

他方、授業化されたことで、学生主体活動の団体母体「弘前グローカル・アクション」との

関係が形式的なものとなり、履修登録をやめると同時に活動を切りやすいこと、単位認定され

ることで地域志向のプロジェクトに一時期関わった証明になること、そのことを履歴書に書け

るという本来的でない意味の「キャリア」志向の学生に都合よいことが、継続の危機につなが

りやすいとも言える。 

授業プログラムはリフレクションに基づいて修正・改善されている反面、学生主体活動企画

の表向きの成功とは裏腹に、教育理念や教育プロジェクトの理想的な運営と離れていく状況も

生まれてきた。アトリエでは、プロジェクトの持続から見えてきたことを総括し、当該プロジ

ェクトの仕切り直し、ならびに、プロジェクト学習型アクティブ・ラーニングの行き詰まり感

を打開する方向を探ってみた。本稿では、まず総括の前半で簡単に紹介した特徴に触れ、続い

て継続から見えてきた諸々の課題を取り上げて行く。 

 

参画学生のローカル志向あるいはグローカル志向 

若者の就労意識の変化が、報道等でも話題となっている3。就労に関する多様な考え方や価値

観が広まりつつあるとはいえ、弘前大学（あるいは青森県、北東北）は、就職をきっかけとし

た首都圏・大都市への若者の人口流出という地域課題を抱えており、対策に力を注いでいる。

                                                 
1 コース特設講義（専門教育）の枠組みで開講している自由科目で、前・後期 2 年間続けて期待どおりに履修してくれる学

生がいるかどうかの保証はない。RENCONTRES 32 pp.55-59参照。 
2 以来、幹部学年についてはその自律性に応じて授業時間枠内でもサークル的に活動してもらい、観察を続けている。  
3 内閣府「平成 30年版 子供・若者白書」等参照。 
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時代や地域の要請とのバランスに自覚的であることも特徴のひとつである本プロジェクト4は、

たとえば地域と大学が連携して取り組むグローカル人材育成について、「グローカル志向」と

いう形で授業の到達目標などに掲げてきた。プロジェクトの学生主体活動（現「弘前グローカ

ル・アクション」）の 2016年度卒の 1 期生～2018年度卒の 3 期生5までの就職先の動向につい

てまとめると以下のような結果になっており、人文学部 2017 年度地域別就職状況（キャリア

センター就職データ）の、北海道 20% 青森県 28％ 関東圏 30％と比較して、ローカル志向の

傾向が見られると言える。 

1期 地方 3名/3名 （青森県 2名、山形県 1名） 

    2期 地方 1名/1名 （青森県 1名*北海道出身） 

    3期 地方 5名/6名 （青森県 4名*内 2名北海道出身、北海道 1名、東京 1名） 

また、RPK 2018のアトリエで紹介した学生 Y6、「いずれ地元に戻って仲間と多言語カフェ運

営」などの夢を語る 3期生東京就職 1名、授業化前のプロジェクト始動期の学生の Jターン7な

ど、グローカル志向への成長も観察される。 

 

参加する市民の変化 

本プロジェクトの関連資料は弘前大学フランス語 HP上にアーカイブされており、学生が企

画運営する「フランス日和～マルシェ 20XX」（以下「マルシェ」）への参加市民の変化を、「弘

前×フランス」プロジェクトのページ8の「『まちなか』企画報告（アンケート集計結果）」で追

うことができる（アンケート回収率：初年度と天候の影響を受けた 2017年度を除けば 70%～

75％程度）。「過去の同イベントへの参加の有無」は、2015年 17％→2016年 16％→2017年 25％

→2018年 36％、人数では 43 人→65 人→77 人

→168人と、リピーターの定着が見られる。 

さらに、「今後のイベントへの参加意思の有

無」では、「参加／協力したい」の区別がなか

った 2015年が 94％、2016年が 95％、区別する

ようになって以降の2017年が協力したい53％、

参加はしたいが協力はしない 22％、2018 年が

協力したい 48％、参加はしたいが協力はしない

                                                 
 

4 本プロジェクトの特徴(how)  
・外国語・外国語文化の切り口による地域の再発見(地域言語/地域文化へのメタ視点的アプローチ）→地域デザイン 
・外国語教育とフィールドワークの組み合わせ 
・ボトムアップと協働(市民性形成) 
・社会実験的アプローチによる地域活性 
・言語文化の多様性(言語生態)の保護、言語文化のヒエラルキー→平等の意識へ 
 例）等身大の身近なフランス、フランス地方へのまなざし、言語文化としての「津軽弁」へのまなざし など 
・学生主体活動においては、特に子ども、若年層、子育て世代の学びを意識 
・時代や地域の要請とのバランスに自覚的 
5 1期生については、初年度は Cercle Francophoneとしてプロジェクトに参画、2 年目～授業試行。3 期生は、旧カリキュラ

ム最終学年。動向は、「地域と世界をつなぐ」2 年前期・後期、3 年前期･後期の 2 年間プログラムのうち 1年以下のプログ

ラムしか行わなかった学生を除いている。 
6 Étudiante Y(北海道出身)Bordeaux留学(2017.9-2018.6)→ 一時帰国→ オーストラリア日本語教師養成講座(420時間)→ 一時

帰国→ Bordeaux（ワーキングホリデーVISA）SNSコメント：「ゆくゆくは日本で、フランス語を日本人に、日本語をフラ

ンス人や他の国の人たちに教えながら、みんなが集って話したり、お茶飲んだりする場所を作りたい!と思っているので

（…）」 
7 福島県出身 2015 年度卒→千葉→東京→弘前の J ターンで地域活性化のプロジェクトを企画。社会人メンバーとして再び

「弘前グローカル・アクション」もサポート。 
8 http://human.cc.hirosaki-u.ac.jp/french/avenue/projectindex.php 
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26％人数にすると 467人のうち 224人が、単なる参加ではなく、なんらかの協力を表明するに

至っており、学生と市民の思いの交流につながっている。 

アトリエで画像比較によって提示したマルシェ参

加者・出店者に見られる変化では、回を重ねるうち

に出店者自らがフランス語表記を調べ、ディスプレ

イを工夫するなどしてヨーロッパ風マルシェという

「場」を演出する様子、子どもを含めた市民がフラ

ンス風をイメージしたファッションで自己演出する

ようになっている様子（左上写真）などを紹介した

が、2018年 11月には、数年来出店経験のある出店者

側からの働きかけで「マルシェ」後のリフレクショ

ンとして出店者と学生との意見交換会（左中写真）

なども実現、継続によってしか生まれないであろう

ボトムアップの市民性形成の可能性を感じさせた。 

また、2016年のボランティア説明会から学生主体

活動と関わりをもつことになった社会人初のボラン

ティア S さんも、昨年度、継続の中で独特な動きを

見せはじめた（左下写真：最終授業日のゲストとし

ての Sさん）。 

Sさんは、例年どおり「マルシェ」にボランティア

として参加した後、幹部学生に対して、弘前グロー

カル・アクションにはどうすれば入会できるかとい

う問い合わせ、中国語サークルを立ち上げるため、

グローカル・アクションの規約を参考にさせてもら

いたいとの依頼をしたとのことで、安定した運営の

ために市民との協働の方向をめざして来たグローカ

ル・アクションの、初の市民メンバーになった。S

さんは、地域活性化についての修士論文を準備中の社会人大学院生でもあり、市主催のファシ

リテーター養成講座、市助成金の成果発表会などでグローカル・アクション 3期生と少なから

ぬ交流があったことで、協働意識が培われていったのではないかと考えられる。 

Sさんには昨年度後期の「地域と世界をつなぐ」の最終回に急遽ゲストとして個人史を語っ

ていただいた。きっかけは、グローカル・アクションへの入会動機を尋ねた時、「何なのかな

と思って」という意外な答えが返ってきたことである。活動を知らないからまず飛び込むとい

う発想はおそらく昨今の平均的学生にはなく、生涯学び続け、地域への奉仕を楽しみとして生

き、説教臭さもないオトナとの出会いで、行き詰まり感漂う履修生に気づきが生まれるなら、

今後の授業運営に活かせると考えたのである。 

S さんは「5 枚の名刺から」というスライドを見せながら、それぞれの肩書きにかかわる個

人史を語ったが、社会参画、言語習得、生涯学習など複言語主義思想の理念を体現するような

生き方を一市民として実践していた。中国語サークルの立ち上げも、ボランティアガイドとし

て多くの中国人観光客をもてなしている経験からとのこと、高専出身の技師であるが、大学の

通信教育部を修了、フランス語も履修済みである。そんな S さんが、「弘前グローカル・アク

ションの応援団」を宣言したことで、これから幹部になる学年も背中を押されたことだろう。  
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面白い生き方のオトナは少なくないとしても、企業家や NPO 代表など学生のロールモデルに

なるにはやや遠い存在であるのに対し、Sさんは一市民の生き方として本プロジェクトのロー

ルモデルに適した存在であり、私と同僚がともに退職した後のプロジェクトの持続性を考える

上でも、協働できる市民の仲間として有難い存在となった。 

 

継続から見えてきた諸課題 

ところで、2 年間の授業履修を終えプロジェクトから離れていく 4 期生は、Sさんをゲスト

に迎えた日、何か気づきを得られただろうか。授業化して以来もっとも授業運営の仕切り直し

の必要を痛感したのが、4期生である。消極的理由とはいえ 2年目の履修も決断した 4期生は、

上級生から引き継いだ「作業」をやり遂げなければならないという責任感からメインイベント

の「マルシェ」を表向きには成功裏に成し遂げた。が、同時にほとんどの学生がイベント終了

で目標をなくし、その後の学びと成長という点ではあまり成果を得られなかったのではないか

と思われる。すでに危惧していたように9、リフレクションと後輩への引継ぎ作業がメインとな

る後期授業では、例年ならリフレクション進行や引継ぎにおいてもリーダーシップを発揮する

活動の代表が履修をやめた。さらに冬場の 1時間目の授業になったこともあって、幹部もひと

りを除いて遅刻・欠席、下級生も前期単位を満たした段階で数名が履修をやめ、常に誰かが大

幅に遅刻または欠席するという悪循環に陥った。授業計画をその都度調整しても授業運営の仕

切り直しは難しくなった。原因を分析してみると、いくつもの要因が重なった結果であること

が予想される。 

一つは、変則的に幹部を 2 年経験した 3 期

生に生じた「分業化」の負の側面が、そのま

ま継承されてしまったこと、あるいは、そも

そもプロジェクトの継続に比例して生まれる

ルーティーンワーク化、つまりアクティブな

思考を働かせずに事をなし得る作業だけが残

る、学びの単純労働化である。授業ではファ

シリテーターを務める教員だが、授業計画で

は「オブストラクション」10をどのように組み

込めば主体的学びの成長につながるか、熟慮しなければならないことに気づかされる。 

二つめは、教育学界でも指摘される“アクティブ・ラーニング”の学力格差である。プロジ

ェクトの継続から見えてきた参画学生のタイプを分類すると、そもそも「アクティブ」な学生

または「アクティブ好き」がおり、それにはリーダータイプだけでなく、副官タイプがいる。

リーダーはおもにリーダーシップに成長が見られ、副官はおもにフォロワーシップに成長が見

られる。また、「自分を変える」きっかけにしたいという動機で参画する学生も予想以上にい

るが、リーダータイプがグループにいると結果的に主体性を発揮できず受動的になる傾向があ

り、自己肯定感が低いためモチベーションの維持に配慮が必要となることがわかる。 

最も授業運営に影響したのは、新カリキュラムの 4期生から現れ、対策が手遅れになった“意

識高い系”学生である。職業教育の意味での“キャリア教育”・インターンシップ・スキルの

獲得を優先する傾向があり、方法論とスキルの上滑りが危惧された。経験知ではなく、履歴書

                                                 
9 RENCONTRES 32 p.55 
10 ファシリテーションに対立するものを筆者は仮にこう呼んでみることにする。ファシリテーションは多様な実社会を生

きていく学生の力を必ずしも育てない。 
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に経験した事柄を書き足して行くことを学びや成長だと思っているのか成果物が手に入ると

履修をやめ、深い学びへ導くことが難しい。“意識高い系”学生を誕生させたのは、「教養」よ

りも職業人教育・実社会教育に重きを置いた大学の新カリキュラムだろう。新カリキュラム世

代は、大学入学までにすでになんらかのプロジェクト学習を経験済みの「プロジェクト学習世

代」であり、昨年紹介した学生 X の事例11に限らず、「リフレクション慣れ」と「リフレクシ

ョン疲れ」が背中合わせの世代を日本の教育が作り上げたことになる。実社会に向けて意図し

たはずの教育が、金太郎飴の世の中、画一化・均質化をすすめてしまうなら、多様性と共生の

社会と矛盾する方向性ではないか。 

教育の現場がトップダウンで振り回されるようになって久しいが、FD 研修でさまざまなス

キルを学ぶ教員も、そのスキルを自分のものとし、批判的活用ができるまでにはそれなりの年

月と経験知を要するだろう。ボトムアップによる継続とネットワークを持つからこそ知りえる

地域のホンネと大学教育とのズレなど、学生のみならず教員もまた方法論とスキルの上滑りに

陥らないように、エヴィデンス主義に振り回されずに教育の全貌を立ち止まって振り返り、そ

の土台を問い直す意識を持たなければならないと気づかされる12。資料もスライドもない講義

をノートし図書館で調べものをした学生は、はるかに主体的学習者だったのではないのかと。 

 

仕切り直しに向けて 

このプロジェクトを継続して見てきた限り

では、これまでのプロジェクト学習型アクティ

ブ・ラーニングは、教養と座学の旧カリキュラ

ム学生にとってこそ学びと成長があったよう

に思われる。本プロジェクト企画展のクロージ

ングのディスカッションでも問題提起したが、

新カリ世代のプロジェクト学習型アクティ

ブ・ラーニングは、「教養」と、適切な「オブ

ストラクション」をどのように組み込むかが鍵になるのではないかと現在は考えている。 

ファシリテーションは、効率をもとめるビジネスの世界では有効かもしれないが、教育の世

界でファシリテーションが過ぎれば今度はレジリエンスというタームが出てくるのはもっと

もなことなのではないか。デジタルネイティブのアナログ回帰、アクティブ・ラーニング世代

の座学志向、人文学的・哲学的欲求がそろそろ目に見える形になっている。それらをプロジェ

クトの推進力に変換できるかを試行し、あらためて報告していくことにしたい。 

アトリエでは、現在世界で 20以上のプロジェクトを同時進行中のパリ在住の建築家・田根

剛の場所の記憶へのリサーチや意味の探求方法に13、かなりの時間を割いて言及した。それは、

弘前の煉瓦倉庫をリノベするからではなく、地域をフランス語・フランス文化をキーワードに

再読・再発見し地域デザインにつなげていく本プロジェクトとの親和性を感じるアプローチで

あると同時に、哲学的、考古学的、歴史的にリサーチすることによって意味を探求し、チーム

を率いまとめていくプロジェクトリーダーのありようが、教育界のプロジェクトより、はるか

に「教養」的で深い学びのヒントに満ちたプロジェクトの展開手法だったからである。

                                                 
11 RENCONTRES 32 pp.58-59 
12 基礎研究や継続的研究には予算がつかず研究課題のサイクルが早いことから、専門家と地域との連携は実験的で、持続

への地域の思いに応えられず、地域は、トップダウンでお膳立てされたアクティブ・ラーニングに湯あたり気味であるこ

と等。 
13 田根剛＆滝口範子(2018)『田根 剛 アーキオロジーからアーキテクチャーへ』TOTO出版等、参照。 
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0. Introduction 
À la suite de plusieurs petites expériences pédagogiques tentées au sein de la « Section 

de français de la Faculté des Langues étrangères de l’Université Teikyō » depuis avril 2013, 
de leur relatif échec (pour les étudiants aussi bien que pour l’enseignant à l’origine de ces 
expériences), ainsi que des discussions avec des collègues spécialistes de l’enseignement 
des langues étrangères, notamment de l’anglais, et après plusieurs visites d’observation au 
sein de classes pratiquant la pédagogie Freinet dans l’enseignement primaire et secondaire 
(Collège public Jean-Jaurès à La Ciotat, Collège public Longchamp à Marseille, Lycée 
public Auguste et Louis Lumière à La Ciotat, École élémentaire publique Léon Grimault à 
Rennes), nous sommes arrivé à la conclusion que, pour motiver les étudiants lors de leurs 
deux dernières années de cursus universitaire, alors que l’intérêt pour l’étude du français a 
tendance à s’effacer devant les contraintes impérieuses de la recherche d’emploi, il faut 
leur proposer un contenu qui ne soit plus simplement un apprentissage linguistique, mais 
qui leur permette de devenir auteurs de leurs apprentissages, et qui leur procure une 
satisfaction personnelle, tout en se cristallisant de façon tangible. 

La création de sous-titres japonais pour des vidéos en français, que nous avions 
expérimentée nous-mêmes afin de présenter certains documents inédits au Japon dans 
quelques cours magistraux en japonais sur la culture française, nous a semblé être un 
contenu suffisamment riche et intéressant pour tenter cette expérience pédagogique de 
façon systématique, après quelques essais sporadiques dans divers cours de langue 
française. Sur le plan théorique, en citant Starobova, Podhornâ-Policka et Fiévet (2012, p. 
210-211), « nous pouvons considérer l’apprentissage par sous-titrage comme une méthode 
qui permet aux apprenants d’acquérir un certain “savoir-faire” […] il s’agit notamment 
d’“un savoir-faire expérientiel”, c’est-à-dire une “expérience personnelle, peu 
généralisable mais non négligeable, qui découle de la pratique”[…] » En outre, et c’est un 
point important en ce qui concerne la motivation des étudiants, il ne faut pas négliger 
« également [l’]aspect ludique [du sous-titrage], souvent absent dans l’enseignement 
supérieur, qui jaillit d’un travail en petits groupes et qui ne peut que contribuer à 
l’acquisition durable des connaissances en question » (ibid., p. 210). 
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Ce court article est donc le compte-rendu d’une expérience pédagogique menée dans un 
cours à l’Université Teikyō ; il se veut une présentation pratique et n’a pas pour vocation à 
présenter de longs développements théoriques sur l’utilisation du travail de sous-titrage en 
classe de français langue étrangère, qui mériterait des recherches plus poussées. 

 

1. Données pratiques sur le cours 
Le cours concerné par cette expérience pédagogique de sous-titrage s’est déroulé sur 

deux semestres de quinze semaines, entre avril 2018 et janvier 2019, à raison d’un cours de 
90 minutes par semaine. Il comprenait treize étudiant·e·s au premier semestre, dix de 
quatrième année (intitulé officiel du cours : « Séminaire de fin d’études » ou 卒業セミナ

ー) et trois de troisième année (« Séminaire » ou セミナー), puis dix étudiant·e·s au 
deuxième semestre, sept de quatrième année et trois de troisième année, tous inscrits dans 
la Section de français de la Faculté des Langues étrangères de l’Université Teikyō1. 

Parmi les treize étudiant·e·s du premier semestre, sept étudiantes de quatrième année 
(sur dix) avaient effectué un séjour d’un semestre en France, soit au Centre Français 
Langue Étrangère et Universitaire en Région Auvergne (FLEURA) de l’Université 
Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand2, soit à l’Institut de Français (IDF) de l’Université 
d’Orléans, lors de leur deuxième ou troisième année. Les six (quatre au deuxième 
semestre) étudiant·e·s restant n’avaient pas eu d’expérience significative de séjour d’études 
en région francophone3. 

Les trente séances du cours se sont déroulées dans une salle spéciale du campus de 
Hachiōji de l’Université Teikyō, appelée « T-Nec », dont la particularité est de disposer de 
tablettes numériques (Windows Surface Pro) en nombre suffisant pour une utilisation 
individuelle par les étudiants, ainsi que de tableaux blancs et de projecteurs sur plusieurs 
murs de la salle, permettant aux étudiants réunis en groupes de projeter, au besoin, leurs 
travaux sur le tableau blanc. 

 

2. Organisation des séances de travail 
Concernant l’organisation générale du cours, à chaque séance plusieurs rôles devaient 

être remplis par les étudiants, en tournant chaque semaine. Le/la président·e était chargé·e 
du bon déroulement de la séance, de prévenir les étudiants sur les tâches à effectuer, de 
déterminer le temps alloué à chaque tâche, d’arrêter le travail quand ou si nécessaire, etc. 
Le/la secrétaire était chargé·e de noter les tâches effectuées lors de la séance, par qui et 
jusqu’où ces tâches avaient été réalisées, et devait ensuite transcrire ces informations dans 

                                                 
1 Il y avait en fait quatorze étudiant·e·s inscrit·e·s en début de premier semestre, mais une n’est jamais 
venue de l’année, et douze inscrit·e·s en début de deuxième semestre, mais une étudiante a cessé sa 
participation en cours de semestre. D’autre part, la section de français compte deux séminaires pour les 
étudiants de troisième et quatrième années, qui doivent donc faire un choix en fin de deuxième année et 
suivre le même séminaire pendant leurs deux dernières années d’études. 
2 L’Université Blaise-Pascal (Clermont-II) a fusionné avec l’Université d’Auvergne (Clermont-I) en 
janvier 2017, mais le centre FLEURA n’a pas changé de statut. 
3 Pour des raisons administratives, une des sept étudiantes de quatrième année ayant effectué un séjour 
d’un semestre en France n’a pas participé au séminaire au deuxième semestre. 
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un fichier Excel (disponible sur le « Learning Management System » de l’Université) à 
renvoyer à l’enseignant avant le cours suivant. Enfin, le/la responsable des tablettes était 
chargé·e de distribuer les tablettes en début de séance, et de les ranger à la fin, en veillant à 
en vérifier le nombre ainsi que les branchements dans le meuble destiné au rechargement 
de leur batterie. Cette organisation est inspirée de la pédagogie Freinet, dans laquelle les 
élèves de l’enseignement primaire ou secondaire sont amenés à devenir auteurs de leurs 
apprentissages, ce qui passe entre autres par une prise en main des élèves eux-mêmes sur 
l’organisation pratique de la classe au quotidien, ainsi que, dans une certaine mesure, sur 
les contenus étudiés. 

Lors de la première séance du premier semestre, le 12 avril 2018, les étudiants ont 
regardé les sous-titres que leurs camarades avaient préparés l’année précédente lors du 
même « Séminaire » (une scène de la série « Scènes de ménages »). Ce travail n’avait 
toutefois été fait que sur les quatre premières séances du deuxième semestre, et n’avait pas 
donné lieu à une systématisation de l’approche. Les étudiants, séparés en trois groupes, ont 
ensuite fait un remue-méninges afin de trouver une ou des vidéos qu’ils pourraient 
sous-titrer, l’expérience des étudiants ayant séjourné un semestre en France ayant permis 
de proposer une liste assez longue de possibilités. Les étudiants ont ensuite voté, après 
visionnage des vidéos présélectionnées, pour choisir celle(s) qui deviendrai(en)t leur objet 
de travail. 

Le choix s’est porté sur la série « Parents, mode d’emploi » (732 épisodes sur sept 
saisons, diffusés entre 2013 et 2018 sur France 2 en France et sur La Une en Belgique), 
série de format très court, chaque épisode de trois minutes étant lui-même composé de 
plusieurs sketches de 90 secondes environ au maximum, format qui se prête ainsi très bien 
à cet exercice de sous-titrage : les étudiants ont le sentiment que la tâche qu’ils se sont 
eux-mêmes donnée n’est pas insurmontable, contrairement à un format plus long qui 
demanderait un travail beaucoup plus fourni et suivi. Par ailleurs, ce format permet aussi 
un renouvellement et un changement des groupes de travail, après qu’une ou plusieurs 
vidéos ont été terminées. 

Lors de la deuxième séance, les étudiants ont partagé la classe en trois groupes, chaque 
groupe choisissant une première vidéo parmi celles que l’enseignant avait au préalable 
cherchées sur YouTube, pour des raisons techniques qui seront expliquées plus loin. Les 
groupes ont dans la mesure du possible tenu compte des niveaux des élèves, niveau 
académique et niveau de français, afin de ne pas déséquilibrer la classe. Chaque groupe 
s’est ensuite mis au travail sur sa vidéo, selon le dispositif suivant, répété pour chaque 
nouvelle vidéo. 

1. Phase d’écoute (travail de groupe) : les étudiants ont retranscrit les dialogues de leur 
vidéo en français, avec l’aide de l’enseignant, qui tournait de groupe en groupe afin de 
répondre aux éventuelles questions et de donner les mots et/ou expressions trop difficiles à 
entendre ou comprendre. Lors de cette phase, les étudiants ayant séjourné un semestre en 
France ont été dans l’ensemble plus à l’aise, mais certains étudiants n’étant jamais allés en 
France se sont parfois eux aussi mis en avant, et, peut-être par esprit de compétition, 
certains se sont pris au jeu et ont écouté les dialogues très sérieusement en-dehors des 
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cours, afin de ne pas se retrouver trop perdus. Cette phase était effectuée en groupe, au sein 
de la classe, de sorte que les différences de niveau entre les étudiants pussent être atténuées 
par le travail coopératif. 

2. Phase de traduction (travail individuel) : pour la séance suivante, les étudiants 
devaient retranscrire au propre le texte français, et le traduire en japonais. Ce travail de 
facture plus traditionnelle en ce qui concerne l’apprentissage des langues, avec dictionnaire, 
a permis à certains étudiants n’ayant pas séjourné en France de sortir leur épingle du jeu en 
proposant des traductions très naturelles, surtout dans le contexte de vidéos au contenu 
langagier très familier. L’enseignant ramassait ces travaux régulièrement, et évaluait à la 
fois le français (orthographe) et la traduction japonaise, en prenant soin de seulement 
souligner les problèmes de traduction, sans les corriger directement, afin de laisser chaque 
groupe procéder à la correction de façon collaborative, lors de l’étape suivante. 

3. Phase de choix de la traduction (travail de groupe) : en fonction des remarques de 
l’enseignant, chaque groupe devait corriger et faire des choix de traduction pour sa vidéo, 
en gardant bien à l’esprit les contraintes du sous-titrage, présentées aux étudiants avant la 
première phase de ce type : nombre limité de caractères, nombre limité de lignes, 
(quasi-)absence de ponctuation, ce qui entraîne nécessairement des choix à la fois sur le 
contenu et la mise en forme de la traduction. Ce travail a été effectué de façon 
collaborative, afin que les étudiants puissent choisir entre eux les meilleures traductions 
des différents membres, quitte bien sûr à les adapter pour proposer une traduction 
collective. 

4. Phase de sous-titrage (travail de groupe) : lorsque la traduction était déterminée, les 
étudiants procédaient alors au travail de sous-titrage proprement dit, en utilisant les outils 
spécifiques, très simples d’utilisation et très ergonomiques, mis à disposition sur YouTube. 
C’est dans cette phase qu’interviennent les contraintes techniques mentionnées plus haut : 
les vidéos ont dû être au préalable téléversées par l’enseignant sur son compte YouTube, 
car les vidéos choisies, protégées par le droit d’auteur, ne permettaient pas un travail direct 
sur les sous-titres. Par conséquent, le travail de sous-titrage n’a pu être effectué qu’en 
classe, chaque groupe devant attendre que l’enseignant se connecte à son compte. Une 
autre conséquence de cette contrainte technique est que les vidéos n’ont pas pu être 
partagées publiquement sur YouTube, enlevant ainsi sans doute un des mérites de ce type 
de travail, à savoir la satisfaction pour les étudiants de pouvoir présenter à un public 
quelque chose d’inédit et de réellement tangible, sous la forme d’une œuvre personnelle et 
unique. Quoi qu’il en soit, les vidéos de chaque groupe, avec leurs sous-titres, ont été 
projetées au sein de la classe, et les étudiants des autres groupes ont pu procéder à quelques 
critiques afin de les améliorer. 

 

3. Résultats, écueils et conclusions 
De façon générale, le bilan de cette première expérience est assez positif. Les étudiants 

se sont pris au jeu des différentes tâches, qu’ils ont réalisées de façon sérieuse et assidue, et 
la réalisation finale des sous-titres, qu’ils ont pu voir sur un écran en classe, les a, 
semble-t-il, plutôt impressionnés. Ils ont pu ainsi se rendre compte de leurs capacités à 
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réaliser quelque chose par eux-mêmes, ce à quoi ils n’étaient pas vraiment habitués, qui 
plus est en utilisant le français, langue qu’ils avaient étudiée pendant seulement deux ou 
trois ans au moment de commencer l’expérience. Les tâches collaboratives variées, en 
petits groupes dont la composition a changé deux ou trois fois au cours du semestre, ont 
aussi permis aux étudiants de tous trouver des moments où ils pouvaient exprimer au 
mieux leurs « talents » personnels : capacités à écouter le français, à retranscrire de façon 
correcte, à traduire en japonais, à taper les sous-titres à l’ordinateur, à manipuler les outils 
de YouTube, chacun a relativement pu y trouver son compte. Le bilan est aussi positif pour 
l’enseignant, qui a pu voir les étudiants se prendre au jeu et essayer de créer les meilleurs 
sous-titres possibles, en respectant les contraintes techniques propre à ce genre, ainsi que 
les contraintes de langage, et notamment l’humour très présent dans la série « Parents, 
mode d’emploi ». La monotonie a aussi été absente de ces séances grâce aux tâches variées 
et aux rythmes et profils différents proposés par chaque groupe. 

Concernant les écueils, ils sont principalement de trois ordres. Le premier a trait à la 
difficulté du choix des vidéos à sous-titrer, lesquelles devaient être à la fois suffisamment 
intéressantes pour ne pas « blaser » les étudiants ayant séjourné en France, et suffisamment 
simples pour ne pas décourager les autres. Ce problème sera sûrement résolu dans les 
années à venir, du fait de la mise en place depuis septembre 2018 au sein de la Faculté des 
langues étrangères de l’Université Teikyō d’un programme d’études obligatoires d’un 
semestre à l’étranger. Les deuxièmes difficultés sont d’ordre technique, et devraient être 
résolues par une utilisation et une habitude prolongée des outils de YouTube : il faudrait 
pouvoir réussir à écrire les sous-titres directement sur les vidéos déjà téléversées sur 
YouTube, et aussi permettre aux étudiants d’avoir accès au sous-titrage sans passer par le 
compte de l’enseignant. Le partage des vidéos de façon publique donnerait certainement 
une fierté supplémentaire aux étudiants, qui pourraient ainsi montrer les résultats de leurs 
travaux à leurs amis ou à leur famille. Enfin, les troisièmes problèmes sont d’ordre plus 
pédagogique et concernent plus particulièrement l’enseignant, car à part les étapes de 
travaux individuels, les tâches nous ont paru difficiles à évaluer, et il n’est pas évident de 
donner une note chiffrée (demandée par l’établissement) en fin de semestre. Il faudrait 
certainement accorder aussi un certain poids (mais comment le mesurer ?) aux tâches 
coopératives, qui sont au cœur de ce dispositif d’apprentissage mais qui n’ont pas pu pour 
l’instant être évaluées de façon satisfaisante. 
 

Références : 
DEPLAEDT Yannick, SOTTILE Marco, « Exploitation des sous-titres de film en classe 

de FLE – Sous-titrage d’un extrait du film La Haine de Mathieu Kassovitz », Revue 

japonaise de didactique du français, vol. 6. n. 1, Études didactiques, 2011. 
STAROBOVA Šárka, PODHORNA-POLICKA Alena, FIEVET Anne-Caroline, 

« Sous-titrage de films et compétences sociopragmatiques en classe de FLE », Les 

compétences en progression : un défi pour la didactique des langues, 2012. 
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はじめに 

高橋 梓 TAKAHASHI Azusa 
 
昨年度の RPK2018では Table Ronde「フランス語教育とジェネリックスキル」をお届けした。

この話題の背景にあったのは、ハイレベル化するフランス語教育と反比例するかのようにフラ

ンス語学習者が減少の一途を辿るという事実である。執筆者はこの要因として、「日本社会に

おけるフランス語の位置づけ」が学習者にイメージできず、フランス語習得の目的を社会の側

に置きづらいという点にあるという見解をもっており、昨年の Table Rondeから一年を過ぎた

今も日本におけるフランス語教育の今後について楽観的な態度を取ることができない。中国語

や韓国語など、地理的に近い場所にあるアジア系言語とは異なり、「フランス語を勉強しても

将来の役に立たない」という悲観的な思考パターンが、学習者の獲得やモチベーション低下の

根幹に潜んでいると思われる。 

RPK2019の Table Rondeは、昨年度の議論の延長線上に位置づけられるものである。我々は

昨年度の Table Rondeで「フランス語教育とジェネリックスキル」とのテーマのもと、主に「フ

ランス語の授業の形態（＝コンテクスト）」に着目した。つまりペアワークや読解といったフ

ランス語教育の手法そのものが、社会で必要とされる汎用的技能（ジェネリックスキル）の獲

得に繋がるという議論である。他方、RPK2019の Table Rondeでは、「フランス語の授業の中身

（＝コンテンツ）」を問題化するところから議論が始まる。我々はまず「フランス語の修練」

という授業内コンテンツそのものが学習者の関心を惹かないという事実を真っ向から受け止

めたい。そうすると解決策は自ずと見えてくる。すなわち「授業内コンテンツ」に拘泥する前

に、学習者の注意を「授業外コンテンツ」に向けるのである。それこそが昨今の教育メソッド

の中では「ノイズ」として忌避される「雑談・脱線」に他ならない。 

授業内コンテンツに集中できない学習者に、あえて「雑談・脱線」を持ちかけ、その関心を

授業内コンテンツに結びつけることで、学習者の悲観・不安・不満を解消させることが可能と
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なるのではないか。我々の議論はそのような問題提起からスタートする。Table Rondeでは、こ

の企画趣旨に賛同した井上典子（関西大学）、田島義士（関西大学）、塚島真実（大谷大学）の

三氏をパネリストとしてお迎えした。発表においては、異なる言語を学習する人間が抱えるネ

ガティヴな意識を解消するような雑談、日本社会と縁遠いフランスを具体的にイメージさせる

雑談、茫漠たる学問との繋がりを意識させることで学習者を魅了する脱線といった、極めて意

義深い試みが次々と提示され、質疑応答においても活発な議論が展開されることとなった。 

 

 

 

語学授業における教員と学生の距離感の重要性 

井上 典子 INOUE Noriko  

 

昨今、グローバル化に対応した英語教育改革を巡る論議が盛んである。2020 年には小 5、6

年から英語が正式教科となり、小 3、4 年から外国語活動が取り入れられる。また、ICT を活

用し、アクティブ・ラーニングといった教育法を導入する語学授業を実施する高校・大学も増

えてきている。このようにグローバル世界に対応できる英語運用能力を身に付ける必要性が強

調され、それを実現すべく教育内容・方法の改革が進められている。英語が好きである、もし

くは英語を学ぶ必要性を感じている学生がいる一方、英語に興味も必要性も感じない学生、も

しくは英語の授業は「苦痛で面白くない」と感じている学生も多く、そのような学生が置き去

りにされているように思える。これは、発表者自身、国立大学および私立大学で様々な学部、

異なるレベルの学生に教養英語を教える中で実感したことである。 

教養英語の授業に対し、学生たちはなぜこのようなネガティブな感情を持つのだろうか？ま

ず、大学入試に向けて中・高 6年間続いた英語の勉強の中で、英語に対する苦手意識や英語の

授業に対する嫌悪感を抱いてしまったことが挙げられる。入試に向けたカリキュラムでは英語

を使える喜びや楽しみを感じる授業を行うことは難しいのが現状である。また、ようやく大学

に入学できたと思いきや、今度は就活に向けて TOEIC 準備など、高得点獲得を目指し入試の

勉強スタイルが継続することになる。また、外国語学習に対するインセンティブも高いとは言

えない。日本で生活する限り、外国語を話せなくても生きていけるし、海外の情報も十分日本

語で発信されている。最近では翻訳ソフトの開発も進み、海外で仕事をする際も、翻訳ソフト

を使うまたは通訳を雇うという選択肢があるのだから、外国語能力は必ずしも必要ないと感じ

る学生もいるだろう。嫌々ながら教養英語の授業を受ける学生が多く存在するのはこのような

ことが原因ではないだろうか。 

授業外で英語を使う機会がほぼ皆無である日本において、英語に抵抗感があるもしくは必要

性を感じない学生が、自主的に英語を学び、英語を使う機会を作り出す意欲を持つためには、

何らかの仕掛けが必要である。そのきっかけとなるのが、やはり大学での語学授業の中である

と考える。「苦痛で面白くない」と英語に苦手意識を持つ学生の意識改革・モチベーションア

ップの方法の一つとして、雑談・脱線の活用を提案したい。教育内容やメソッドのような重要

性を与えられていない雑談や脱線は、教師と学生の距離を縮め共感できる関係を築き、ホーム

ルームのようにリラックスできる雰囲気を作り出すことができる。 

昨年度、教養英語（初級）の授業を担当する機会を得た。まず気付いたのが、授業中、学生

たちがずっと下を向いていたことだ。彼らが英語に抵抗感・苦手意識を感じているのが伝わっ
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てきた。その当時は具体的な効果を期待して雑談・脱線を行っていたわけではないが、今から

振り返ってみると、そのようなネガティブな感情を取り除いてあげたいと感じ、学生との距離

を縮める手段として雑談・脱線を行っていたように思う。以下、初級クラスで雑談・脱線の活

用およびその効果を自身の経験を踏まえて紹介したい。 

まず雑談・脱線のタイミングであるが、予習をしてこない学生がほとんどである。したがっ

て、授業中にグループワークで問題に取り組ませ解答を白板に書いてもらう間、教室内を歩き

まわり、質問に答えながら脱線・雑談を行った。その際に意識したことは、雑談・脱線が「学

生目線」であるということだ。例えば、学生から求めてくる雑談には、どのような内容であれ、

まず耳を傾ける。アルバイト先で外国人のお客さんが来て対応に困った話、地震で水も電気も

止まり困った話など話題も様々であった。課題や予習ができていない学生には、「どうしてで

きていないの？」と咎めるのではなく、「サークルやアルバイトで忙しいの？」と水を向けて

みる。そのような雑談・脱線がきっかけとなり、取り組んでいるタスクや英語に関する質問に

繋がっていくことも少なくなかった。 

さらに、耳を傾けるだけでなく、学生との「会話のキャッチボールを楽しむ」ことも意識し

た。「先生と話すと楽しい」、「フィードバックをしてくれる」、「質問が分からなくてもヒント

をくれて正解になるまで教えてくれる」、「自分たちのことを見ていてくれる」と感じるように

なったのか、授業中も学生たちの顔が上がるようになってきた。これらのコメントは学生が直

接私に話してくれたもの、そして期末の授業アンケートの自由記述欄で書いてくれた感想の一

部である。 

上記に加え、興味深い事例を二つ紹介したい。教室の後部ドア近くにいつも同じ学生が 2、3

名ほど座っていた。授業内で順番に英語を日本語に訳してもらう時間を設けていたが、その学

生たちの順番が近づいてくると、彼らはなぜかいつもトイレに行ってしまい、順番が他の列に

移ったころに戻ってくる、という行動を繰り返していた。彼らは教科書を忘れてきたのか、そ

れとも予習をしていないためなのか、自分の番が来る前に教室から逃げ出していたのである。

この状況を改善するために、グループワークの際にそれらの学生たちとの雑談・脱線を心がけ、

教科書を忘れていても、近くにいる学生から借りて、その場で日本語訳に取り組ませる。悪戦

苦闘しているようであれば、ヒントを出す。これを繰り返しているうちに、いつしか彼らは教

室にとどまり、自分たちの順番がくると、きちんと和訳のタスクに取り組んでくれるようにな

った。 

また、授業中、学生の発言やコメントが大幅に増えた。例えば、白板に書いてもらった学生

の解答を確認する際、間違った答えに対しては、すぐに教員が正答を言うのではなくて、クラ

ス全体で考えてもらった。クラスにホームルームのような雰囲気が築かれると、学生たちは間

違っても恥ずかしくないと感じるのか、指名しなくても自然と声が上がるようになった。以上、

具体例を二つ紹介したが、学生たちの態度の変化に最も驚いたのは私自身であった。 

雑談・脱線の活用と並行して、英語に苦手意識を持つ学生たちが多い初級レベルでは、授業

内容にも一ひねり加えることが必要だ。この初級クラスでは、「英語が話せる」という実感を

持てるタスクとして、簡単な英語で作成する「海外（国内）旅行プラン」のプレゼンテーショ

ンを行った。「英語が分からないし、できない」と思っていた学生が、「英語が使える」、「英語

は思っていたより楽しい」と思うきっかけを与えることが大切であると実感した。 

結論として、教養英語の授業においては、①学生目線の雑談・脱線により、教員と学生が共

感できる関係を作り上げ、学生の英語に対する苦手意識、苦痛感を取り払う、②楽しみ、リラ

ックスできるホームルームのような雰囲気作り、③雑談・脱線の活用と共に、「英語を使える」
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と学生が実感できるタスクを考える―これら三要素を組み合わせることで、雑談・脱線の効果

が相乗的に高まると実感した。本発表では初級レベルの学生に特化して話を進めたが、雑談・

脱線は、クラスのレベルに合わせてその内容やタイミングを微調整すれば、どのようなレベル

の授業でもその効果を発揮してくれる、可能性に満ちた「仕掛け」だと考えている。 

 

 

 

フランス文化を語るフランス語教育 

田島 義士 TAJIMA Yoshihito 
 

« Pardon ? » 

よく聴こえない。急に耳が遠くなったのか。毎朝、イヤフォンでガンガン音楽を聴いているせ

いだろうか。いや待てよ、もしかしたら、学生の声の方がたんぽぽの種みたいに小さいのかも

しれない。 

学生の声が小さいのには、様々な理由が考えられる。まず、「自信がない」。最近はとみに間

違いを気にする学生が増え、きちんとした答えや意見が述べられるのにもかかわらず、その声

は尻すぼみになってしまう。特に語学の授業の場合、そこが聴きたいという部分が聴こえなく

なってしまうこともしばしばだ。次に、授業に「ついてこられない」。懸命に頑張っているけ

れども、私のしゃべりが早すぎるせいか、「さっき説明しましたよね？」ということがたまに

ある。それでも、説明の仕方を変え、何度かやり取りしているうちに、ある程度の定着度は望

める。そして、一番の問題は「やる気がない」。眠いのか何もせず、ただ、そこでじっとして

いる。でも、当てられると何か話さないといけないので、うわ言のようなことを呟く、それも

できるだけ小さな声で……。 

私たち教員は、こうした「ない」の連続に遭遇することがある。声の小さい学生を前に、会

話のクラスを担当すると、その前提として設定されている学生のコミュニケーション能力に疑

問すら感じる時がある。しかし、そこでめげずに、自分が学生だった頃、どんな授業が面白か

っただろうかと思い出してみる。自分の専門（私の場合、フランス文学と文化）に近い授業は

好きだったが、教養科目のほとんどが、恥ずかしながら睡魔との闘いだった。もちろん面白い

授業もあったが、その大半において心のどこかで「自分とは関係ない」と思ってしまっていた

のだろう。また、語学の授業では、実践的なものには興味があったが、上級クラスでの高度な

文法説明ばかりの授業は「こんな表現、いつ使うのか（フランス留学中に使うことになるのだ

が）」と疑問を覚えた。ここにヒントがあった。 

フランス語の授業の場合、多くの学生の日常がフランスに紐付いておらず、「フランスなん

て自分とは関係ない」、「こんな表現、いつ使うのか」と思われているのが現状である。そこで、

フランス語の授業にあえてフランスの日常に関する話題を取り入れることで、授業外への脱線

が授業内容の実践に繋げられるのではないかと思い立ったのである。以下に、ターブルロンド

でも話した実例を三つばかり挙げておこう。 

 

1. スカートをはいてみよう 

教科書の中に「このスカート、試してみたら？」というフランス語が出てきた。ロールプレ

イで、このフランス語を学生に話させようものなら、今まで元気いっぱいだった男子学生の声
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が急に小さくなる。「この表現、いつ使うの？」という顔をしている。そこでおもむろに、パ

リコレの Comme des Garçonsや Yohji Yamamotoのスカート姿の男性モデルの写真を見せてみる。

学生の多くが驚くか、変な顔をするか、あるいはファッション好きなのだろう、興味の目を向

けてくる。使える例文を教えることも大切だが、例文にシチュエーションを与え、使ってみた

いと思わせることも重要だろう。上記の「スカート」の例では、興味どころか「どうしてスカ

ートなんか履かなきゃいけないんだ！」と反抗的な態度をとる学生もいる。けれども、この経

験によって、少なくとも彼らは「スカート」というフランス語は覚えてくれる。また、そうし

た怒りに似た感情を引き出せた後、授業に真剣に臨むようになる学生が増える。 

 

2. 秘密の入口 

地図を使った課題で、「ルーヴル美術館に行くには、大通りを右に曲り、広場を通り抜け…」

という練習問題があった。まじめな学生は真剣に課題に取り組むが、愛すべき一部の反抗的な

学生は背を向ける。それは当然かもしれない。行ったこともないフランスの地図を片手に、言

ったところでどうしようもないフランス語を使うという課題に意味を見出せないのだろう。ま

ず、ルーヴル美術館にある有名な絵画のいくつかを紹介し、学生の興味を引く。すかさず「ル

ーヴル美術館には秘密の入口があります」と囁く。ライオン門の入口のことである。ピラミッ

ドの入口が混み合うのに対して、この入口は大抵待ち時間ゼロだ。もちろん、ネットさえあれ

ばこの入口の情報を見つけることは容易いが、実際にこの門の位置を探すのは一苦労なのだ。

そこで「ライオン門に行くには、大通りを右に曲り、広場を通り抜け…」とフランス語で説明

する。学生は、今まで仕方なく見ていた地図から、宝探しのように入口を探し始める。新学期

に入り、数名の学生から実際にこの入口からルーヴル美術館に入ったとの報告を受けたのも嬉

しいことだった。 

 

3. ケバブを食べたことがありますか 

「フランスに行ったことがありますか？」というように経験を問う課題に、「ケバブを食べ

たことがありますか？」という練習問題が出てきた。トルコなど中東で食されるケバブは、フ

ランスの街でも手軽に食べられる。食に関する話題は、興味を持つ学生も多く、この練習問題

のついでに、ケバブについて説明する。肉の種類と宗教の関係を皮切りに、多くの国で食され

るケバブのソースの種類について紹介する。ケチャップ、マヨネーズ、ブランシュ、バーベキ

ュー、アリッサ、サムライ、地方限定のカレーソースといったように枚挙に暇がない。それと

同時に、私のフランス留学時代のケバブの思い出（値段や美味しいお店の見つけ方など）を必

ず話す。ケバブを食べたことのある者もそうでない者も、ケバブの味やそれに合うソースを想

像しつつ、しばしの間フランスの街並を夢見る。フランスとは縁遠い生活をしていたはずの学

生の意識がその瞬間フランスに向かう。そして、授業の最後に聞いてみる、「フランスの生活

を想像しましたか？」と。 

 

こうした脱線は学生の注意を惹きつけるためだけにあるのではない。語学の授業での雑談が、

専門科目（フランス文化論、エリアスタディーズ、文化共生学、フランス文学、現代社会とジ

ェンダーなど）とつながるように配慮することで、学生の興味をさらに引き出せる可能性があ

る。そのためには、他の科目とも連携しつつ、学生の興味に敏感である必要がある。目の前に

はいつも学生がいて、そして、学生が目の前にいるからこそ授業が成立する。YouTubeurでは

ない私たちにとって、目の前に学生がいることの意義は大きい。授業は、教員から学生への一
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方通行ではない。常に学生の生の声を聴き、それに反応することで授業が成り立っている。種

のように小さい学生の声が、いつの日にか、しっかりと花を咲かせるように。 « C’est de la bonne 

graine. » 

 

 

 

文学への「脱線」 

塚島 真実 TSUKASHIMA Mami 
 

大学でフランス語教員として働き始めて間もない頃のことだった。とある機会に、おそらく

外国語教育（フランス語ではないが）に長く専心してきたのであろうひとりの教員が「〇〇文

学の専門の先生が、〇〇語の授業で文学の話ばかりして発音とかを全然教えていない」と述べ

ているのを目にした。憤懣やるかたないといったその人の様子を目にして、私は肝に銘じた。

「外国語の授業では自分の情熱に任せて文学の話などしてはいけない。それは学生にとって迷

惑なのだ。」それから数年が経ち、様々な大学で初修外国語の授業を担当した。そして気づい

たのは、文学の話を全然しないと自分がつまらない、というごく単純なことだった。 

日本のフランス語教育、とりわけ私が身を置く大学教育の現場に限ってみても、状況の厳し

さは周知の事実である。少子化に伴い、若いフランス語履修者の減少傾向に歯止めがかからな

い。フランス語クラスは減り、教員の人数も削減される。そうした流れの中で、フランス語履

修者を増やすため、つまり、潜在的な学習者を掘り起こし、また既修者に学習を継続させるた

めに、学習者の多様な興味・関心を引き起こし、能動性をかき立てる教授法が模索されてきた。

とりわけ大学のフランス語教員は、フランス語を、あるいはフランス語をツールとした専門分

野の研究者である人が多い。しかし現在は、自分の専門とは別に、フランス語教育のスキルや

経験を――場合によっては後者のみを――要求されている。確かに、フランス語の授業が、フ

ランス関連分野の高度な知識があれば誰でもできるというものではないことは、実際に教えて

みて分かった。それぞれの学習者やクラスの特徴に応じた円滑な授業運営をするには、フラン

ス語教育に関する知識・技術を糧に、経験によって自分の引き出しを増やさなければならない。

しかし私は、故意にある一つの引き出し、つまり自らの専門である文学の引き出しに、しっか

りと鍵をかけていた。それが自分のその他の引き出しよりもよほど習熟したものが詰まった引

き出しであっただけに、これまで教えた学生に対して大きな損失だったと今では思っている。 

ベテランの教員であれば、あるいは先述のようなトラウマ体験がなければ、外国語教育に文

学（専門分野）を架橋する方法などいくらも持ち合わせているだろうが、今回のターブルロン

ドでは、大学の初修外国語という条件下において遅まきながら私が実践した「文学への脱線」

の事例を紹介した。ちなみにここでいう「脱線」とは、「本線」たる教科書には載っていない

ことを学習させるという意味である。しかし完全に脱輪して横転してしまうようなものではな

く、「本線」と繋がり、いつでもそちらに戻れるような工夫をした。 

 

事例 1：文学作品の引用。単に自分の好きな一節を紹介するわけではない。教科書の内容に即

した適切な文例で、しかも学生の興味を引こうとなると、そう簡単には見つからない。私は 

« Qu’est-ce que c’est ? — C’est … »という会話表現が教科書で出てきたときに、『星の王子さま』

を使った。最初に象をまるのみしたウワバミの絵を見せ、« Qu’est-ce que c’est ? »と学生に聞い
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てみる。そしてこれがかの有名な世界文学の作品であることを明かし、簡単に作者についても

紹介した後、同作品から、« Qu’est-ce que c’est que cette chose-là ? — C’est n’est pas une chose. Ça 

vole. C’est un avion. C’est mon avion. »という会話を紹介した。 

 

事例 2：詩の暗唱。ランボーの 8 行の韻文詩を取り上げ、宿題で各行の発音記号を調べさせた

（ちなみに発音記号は暗記させてはいないが、年度の初めから発音の説明をする度に発音記号

を示して慣れさせるように留意した）。それから、各自任意の 2 行を暗唱するテストを実施す

る旨を発表し、予め指名して数人ずつ授業の最後の 10分でテストをした。「本線」の授業時間

の確保のため、ランボーの紹介や詩篇の説明は最小限に留めた。朗読の練習も授業の各回で 2

回程度しかできなかったが、YouTubeにある朗読の音声を紹介して学生の自主練習を促した。 

 

事例１については学生への効果は図りづらいが、教科書の表現を機械的に覚えるのではなく、 

本当に見て何か分からないもの（＝象をまるのみしたウワバミの絵）を使って会話を実践した

こと、また、初級の表現でも世界文学に通じるフランス語であることの実感をもたせたことで、

好感触を得られた。事例 2は、発音の意識化に繋がったという確かな手応えがあった。発音体

系が母語のそれと大きく異なる外国語を学ぶ場合、音の違いを可視化した発音記号の知識は大

きな手助けとなる。教科書の会話を読むのは下手なのに、暗唱テストだけはうまく乗り切った

学生もいて、もう少し早い時期にうまく授業に取り入れられればもっと成果が上がったかもし

れないと思っている。 

以上は学習者における効果だが、私自身は教えていて非常に楽しかった。『星の王子さま』

は知っているが、それがフランス文学の作品であるとは知らなかった学生が目を輝かせたり、

ついこの間までアルファベも知らなかった学生がランボーの詩をすらすらと詠ったりするの

を見るのは爽快でさえあった。あまりに熱く語ると引かれるだろうと思って抑え気味にしては

いたが、それでもやはり文学の話になると我知らず熱が入る。そうすると学生の中でも、これ

ほどまで先生を惹きつける文学とはなんだろう、と思ってくれた人もいたようである。 

フランス語の授業においては、フランス語を社会で使えるコミュニケーションのツールとし

て学ぶわけだが、まずその授業自体が円滑なコミュニケーションを構築せねばならない場であ

る。人対人の交流があるところに対面授業の良さがあり醍醐味がある。教員が自らのフランス

語を学ぶ歓びの源泉――私の場合はフランス文学――を語ることは、学習者に「楽しいフラン

ス語」体験をダイレクトに伝えることができる有効な方法の一つであるはずだ。とりわけ研究

者にとって、専門とする研究の内容はその人のアイデンティティに深く関わる部分だから、そ

れを学生に伝えることは自分を開くことに繋がる。逆に言えば、自分の研究の話を授業から排

除することは心を閉じていることになるし、授業を没個性的にする危険さえあるだろう。それ

に、私で言えば文学を語らないことは、フランス語の理解を深めフランス文化へと誘う入口の

選択肢の一つを、学習者から奪っていることになると気づいたのである。今どきの学生は本を

読まない、文学や哲学はもうだめだが、映画、音楽、マンガならば少しは気を引ける――そう

いった声をよく耳にする。だが、学生の興味のスイッチはどこに潜んでいるか分からない。だ

から、様々なスイッチを用意していろんな仕方で押してみる努力を続けなければならない。文

学のスイッチばかりやたらに押し続けても効果は望めないが、それを避ける理由もない。アカ

デミックな研究に限らず、教員自身がフランス関連分野で深く専心していることがある場合、

その知識をフランス語の授業デザインにうまく組み入れることができれば、それは学生をフラ

ンス語やフランス文化の深奥へ引き込む大きな魅力になるはずだ。 
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ダブル・メジャーと言われても、一つの分野さえ一生かかっても究められないのが普通だろ

うと思う。その一方で、専門研究で培った知見がフランス語の授業に彩りを与え、フランス語

教授法を通して磨いた授業運営の技術が専門の授業の場で生かされることを実感することも、

決して少なくはない。専門研究と外国語教育という二つの領域が自分の中で共に豊かになるよ

う、補完的に鍛え合う努力を今後も続けていきたい。 

 

 

 

むすびにかえて 

高橋 梓 TAKAHASHI Azusa 
 

本来、授業内コンテンツは学習者を充足させるはずである。だがフランス語教育に特化した

コンテンツが多くの学習者を満足させることは稀かもしれない。フランス語を学ぶ意義、フラ

ンス語を使う自分をイメージすることの難しさ……日本社会の「現状」が学習者のモチベーシ

ョンを妨げていく例を至る所で目にする。そしてそれは井上の報告にあるように、必修化され

た英語においても見出される現象なのだ。我々が立ち向かうべきは、外国語教育を取り巻く日

本特有の「文化」であると言ってもよいだろう。だからこそ「外国語学習を通じて何を伝える

か」ということを今一度考えねばならないのである。 

今回の Table Rondeは、「雑談・脱線」を通じて「外国語を学ぶ楽しさ」の本質に迫る議論だ

ったと言い換えることができるだろう。学習者に安心・安全な学習空間を提供する井上の試み、

フランスの日常をありありとイメージさせる田島の試み、そして文学研究に繋がる道筋を照ら

す塚島の試み——失敗と工夫を繰り返し、少しずつ前に進む教員たちの取り組みが、いつの日

か外国語教育を取り巻く「文化」を変えることを強く信じたい。 

 

 

 

 



 

 

Lundi 25 mars 2019 
10 h 00 : ouverture de la réception 
 Salle 42 T1 - JP  Salle 43 HT - JP  Salle 53 T1- JP  Salle 54 T2-FR  

10 h 30 
- 

11 h 50 

 

私の視聴覚道具箱 

Ma boîte à outils audiovisuels 
IKAWA Toru  

 

フランス料理に特化した 

フランス語授業 

NISHIOKA Anna  

 

授業外での学習支援をめざした 

フランス語学習アプリ開発の試み 

KAWAGUCHI Yoko, KURODA Eriko 
KAMIYA Kenichi  

 
FLE à la rescousse !  

Comment la conversation française peut 
aider les « Area Studies » 
D'HAUTCOURT Alexis  

 

11 h 50 - 12 h 05 : pause 
 Salle 42 ED - JP  Salle 43 ED - JP  Salle 53 ED- FR  Salle 54 ED - JP  

12 h 05 
- 

12 h 45 

Hachette Japon 
DELF scolaire et junior 

の活用法について 

三修社 

三修社新刊『フランス語日記』 

ご紹介と刊行物へのご要望ヒアリング 

Alma 
Comment aider nos étudiants  

à se préparer 
pour leur échange universitaire? 

+Les nouveautés d’Alma :  
communication, grammaire 

白水社 

教科書・教材のご案内 

12 h 45 - 13 h 45 : pause déjeuner 
 Salle 42 T1 - FR  Salle 43 T2 - JP  Salle 53 T1 - JP  Salle 54 T1 - FR  

13 h 45 
- 

15 h 05 

 
Intégrer l’évaluation dans le 

déroulement du cours. 
Quelles modalités et quels outils ? 

DASSONVILLE Nicolas 

 

学習者の関心に歩み寄る 

フランス文化教育 

―フランス・トライアングル研究会の
実践報告― 

TAKAHASHI Azusa  
ARIKAWA Sotaro, OKUMURA Jiei 

SAIKI Shuuhei, TANAKA Yuki 

 

文法初学者のストレスの回避と学習習慣
の定着のために 

Premier contact en douceur avec la 
grammaire française : comment apprendre à 

apprendre aux débutants japonais 
NISHIKAWA Hasumi 
SHIRAISHI Yoshiharu 
TANIGUCHI Kiyohiko  

 
Professeur YouTubeur et capsules 

« outils » pour favoriser l’apprentissage 
des « natifs numériques » en dehors de la 

salle de classe : qu’est-ce qu’on fait ? 
Comment ? Et pourquoi ? 

MOUTON Ghislain 
DURRENBERGER Vincent 

15 h 05 - 15 h 20 : pause 
 Salle 32 T1 - FR / JP  Salle 42 HT - JP  Salle 43 T1 - FR  Salle 53 T1 - JP  

15 h 20 
- 

16 h 40 

 
Boîte à outils pour la grammaire, etc. 

文法の道具箱 

KASUYA Yuichi  

 

フランス語発音お悩み相談室 
ANDO Hirofumi, SHIMIZU Jun 

 
Coordination intra- et interclasse(s) 

Outils mis en place par l’équipe enseignante 
du programme trilingue 
japonais-anglais-français  
à l’Université de Tokyo 

DERIBLE Albéric, AGAËSSE Julien 

 

教師はいつ教師になるのか： 

「学びのドーナッツ論」における 

二人称的他者（YOU）として 

FUJITANI Hiroki, MATSUKI Yoko 
KUNIEDA Takahiro 

16 h 50 - 19 h 00 : buffet  



 

 

Mardi 26 mars 2019 
9 h 30 : ouverture de la réception 
 Salle 42 T2 - FR  Salle 53 / 54  TR - JP  

10 h 00 
- 

11 h 20 

 
Développer le lexique des apprenants et développer leur autonomie par la lecture 

BELEC Cédric 

Table Ronde  

フランス語教育における雑談・脱線の意義 

Modérateur : TAKAHASHI Azusa 
INOUE Noriko, TAJIMA Yoshihito, TSUKASHIMA Mami 

11 h 20 - 11 h 35 : pause 
 Salle 42 HT - JP  Salle 43 HT - JP  Salle 53 HT - JP  Salle 54 T1 - FR  

11 h 35 
- 

12 h 55 

 

博士号ダブルディグリー： 

フランスの大学との 

共同指導における問題 

TAKAGAKI Yumi, MORITA Misato  

プロジェクト学習の道具箱をどのように
更新するか―「弘前×フランス」プロジェ

クトのリノベーションに向けて 

Comment réactualiser les techniques de 
classe de PBL (Project Based Learning) ? 

－Pour la rénovation du projet 
« Hirosaki×France » 

KUMANO Makiko, TSURI Kaoru 

 

FLE 教科書はフランコフォニーをどの
ように扱っているか 

KOMATSU Sachiko 

 
Un outil pratique pour gérer efficacement 

les groupes d’étudiants d’université 
VANNIEUWENHUYSE Bruno 

12 h 55 - 14 h 00 : pause déjeuner 
 Salle 42 HT - JP  Salle 43 HT - JP  Salle 53 HT - FR/JP  Salle 54 T1 - JP  

14 h 00 
- 

15 h 20 

 

アクティブ・ラーニングで学ぶ 

フランス文学 

NAKAYAMA Tomoko 
HARANO Yoko 

 
Cours de CLIL destiné aux apprenants 

de français langue étrangère 
(niveau débutant) 

フランス語入門レベルにおける 

CLIL の試み 

HIROYASU Yoshimi, KITAMURA Ayako  

 

YouTubeでビデオを作る 

Création de courts-métrages 
collaboratifs avec les étudiants 

FUKAI Yosuke 
SAUZEDDE Bertrand 

KITAMURA Taichi 

 

社会文化的項目を取り入れた授業デザイン 

―「フランス語の学習指針」を活用して― 

MOGI Ryoji, TAKEI Yuki 
NOZAWA Atsushi, SUGANUMA Hiroko 
NAKANO Shigeru, YAMADA Hitoshi, 

MATSUKAWA Yuya 
15 h 20 - 15 h 35 : pause 
 Salle 32 T2 - JP  Salle 42 T2 - FR  Salle 43 T2 - JP  Salle 53 T1 - JP  

15h 35 
- 

16 h 55 

 

神経科学の実践： 

感覚の記憶過程と言語教育への応用 

JACTAT Bruno  

 
L’identité en questions 
MOKHTARI Sylvain 

 

中世研究とフランス語教育 

―フランス語教員のための歴史文法― 

ARITA Yutaka, KATAYAMA Mikio 
VEYSSIÈRE Georges 

 

フランス語教育におけるデジタル教材の活用 

―授業実践報告と展望― 

ARITOMI Chise, KIKUKAWA Isao 
UCHIDA Tomohide, HATTORI Etsuko 

YAMADA Toshiyuki 

17 h 05 - 18 h 10 : pot d’au revoir  
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TABLE-RONDE 

Intervenant(e)s Titre 

INOUE Noriko 
TAJIMA Yoshihito 

TSUKASHIMA Mami 

フランス語教育における雑談・脱線の意義 
Modérateur : TAKAHASHI Azusa 

 

 

LISTE DES ATELIERS  

Thème 1 : La boîte à outils du professeur 

テーマ１：教員の道具箱 

Animateur(s) 
/animatrice(s) 

Titre de l’atelier LG 

KASUYA Yuichi Boîte à outils pour la grammaire, etc. 文法の道具箱 FR / JP 

IKAWA Toru 私の視聴覚道具箱 Ma boîte à outils audiovisuels JP 

KAWAGUCHI Yoko 
KURODA Eriko 

KAMIYA Kenichi 

授業外での学習支援をめざした 
フランス語学習アプリ開発の試み 

JP 

NISHIKAWA Hasumi 
SHIRAISHI Yoshiharu 
TANIGUCHI Kiyohiko 

文法初学者のストレスの回避と 
学習習慣の定着のために 

Premier contact en douceur avec la grammaire française : 
comment apprendre à apprendre aux débutants japonais 

JP 

FUJITANI Hiroki 
MATSUKI Yoko 

KUNIEDA Takahiro 

教師はいつ教師になるのか： 
「学びのドーナッツ論」における 

二人称的他者（YOU）として 

JP 

DERIBLE Albéric 
AGAËSSE Julien 

Coordination intra- et interclasse(s) 
Outils mis en place par l’équipe enseignante du programme 

trilingue japonais-anglais-français à l’Université de Tokyo 
FR 

MOGI Ryoji 
TAKEI Yuki 

NOZAWA Atsushi 
SUGANUMA Hiroko 

NAKANO Shigeru 
YAMADA Hitoshi 

MATSUKAWA Yuya 

社会文化的項目を取り入れた授業デザイン 
―「フランス語の学習指針」を活用して― 

JP 
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MOUTON Ghislain 
DURRENBERGER 

Vincent 

Professeur YouTubeur et capsules « outils » pour favoriser 
l’apprentissage des « natifs numériques » 

en dehors de la salle de classe : 
qu’est-ce qu’on fait ? Comment ? Et pourquoi ? 

FR 

VANNIEU 
WENHUYSE Bruno 

Un outil pratique pour gérer efficacement 
les groupes d’étudiants d’université 

FR 

DASSONVILLE 
Nicolas 

Intégrer l’évaluation dans le déroulement du cours. 
Quelles modalités et quels outils ? 

FR 

ARITOMI Chise 
KIKUKAWA Isao 

UCHIDA Tomohide 
HATTORI Etsuko 

YAMADA Toshiyuki 

フランス語教育におけるデジタル教材の活用 
―授業実践報告と展望― 

JP 

 
 
Thème 2 : Recherches dans sa spécialité et didactique du français 

テーマ２：○○研究とフランス語教育 

Animateur(s) / 
animatrice(s) 

Titre de l’atelier LG 

ARITA Yutaka 
KATAYAMA Mikio 

VEYSSIÈRE Georges 

中世研究とフランス語教育 
―フランス語教員のための歴史文法― 

JP 

JACTAT Bruno 
神経科学の実践： 

感覚の記憶過程と言語教育への応用 
JP 

BELEC Cédric 
Développer le lexique des apprenants et développer 

leur autonomie par la lecture 
FR 

TAKAHASHI Azusa 
ARIKAWA Sotaro 
OKUMURA Jiei 
SAIKI Shuuhei 
TANAKA Yuki 

学習者の関心に歩み寄るフランス文化教育 
―フランス・トライアングル研究会の実践報告― 

JP 

MOKHTARI Sylvain L’identité en questions FR 

D'HAUTCOURT 
Alexis 

FLE à la rescousse ! 
Comment la conversation française peut aider 

les « Area Studies » 

FR 
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Hors-Thèmes 

Animateur(s) / 
animatrice(s) 

Titre de l’atelier LG 

FUKAI Yosuke 
SAUZEDDE Bertrand 

KITAMURA Taichi 

Youtube でビデオを作る 

Création de courts-métrages collaboratifs avec les étudiants FR / JP 

TAKAGAKI Yumi 
MORITA Misato 

博士号ダブルディグリー： 
フランスの大学との共同指導における問題 

JP 

NISHIOKA Anna フランス料理に特化したフランス語授業 JP 

KOMATSU Sachiko 
FLE 教科書はフランコフォニーを 

どのように扱っているか 
JP 

HIROYASU Yoshimi 
KITAMURA Ayako 

Cours de CLIL destiné aux apprenants 
de français langue étrangère (niveau débutant) 

フランス語入門レベルにおける CLIL の試み 
JP 

NAKAYAMA Tomoko 
HARANO Yoko 

アクティブ・ラーニングで学ぶフランス文学 JP 

ANDO Hirofumi 
SHIMIZU Jun 

フランス語発音お悩み相談室 JP 

KUMANO Makiko 
TSURI Kaoru 

プロジェクト学習の道具箱をどのように更新するか 
―「弘前×フランス」プロジェクトのリノベーションに

向けて 
Comment réactualiser les techniques de classe 

de PBL (Project Based Learning) ? 

−Pour la rénovation du projet « Hirosaki×France » 

JP 

 

LISTE DES PRÉSENTATIONS ÉDITEURS-LIBRAIRES 
出版社による教材紹介の一覧 

Éditeurs Titre de la présentation et animateur(-trice) LG 

白水社 
教科書・教材のご案内 

⻄川 恭兵 
JP 

Hachette Japon 
DELF scolaire et junior の活用法について 

山田 仁 
JP 

三修社 

三修社新刊『フランス語日記』ご紹介と 
刊行物へのご要望ヒアリング 

松居 奈緒 

JP 

Alma 

Comment aider nos étudiants à se préparer 
pour leur échange universitaire? 

+Les nouveautés d’Alma: communication, grammaire 
VANNIEUWENHUYSE Bruno 

FR 
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参加者  PARTICIPANTS 

 

ADAMI Sylvain アダミ シルヴァン 青山学院大学 

AGAESSE Julien アガエス ジュリアン 東京大学 

ANDO Hirofumi 安藤 博文 静岡大学 

ARIKAWA Sotaro 有川 創太郎 近畿大学 

ARIMA Maria 有馬 麻理亜 近畿大学 

ARITA Yutaka 有田 豊 立命館大学 

ARITOMI Chise 有富 智世 常葉大学 

AZUMA Shiho 東 志保 大阪大学 

BAUDRY Zélia ボードリー ゼリア Brun Language School 

BEAUVIEUX Marie-Noëlle ボーヴィウ マリー＝ノエル 広島大学 

BELEC Cédric べレク セドリック 関西学院大学 

BELLEC Chloé べレク クロエ 立命館大学 

BOGAERS Julien ボガエルス ジュリアン 京都外国語大学  

BRANCOURT Vincent ブランクール ヴァンサン 慶應義塾大学 

BRUNO Tino ブルーノ ティノ 東海大学 

CHAULET Romain ショレ ロマン Institut français du Japon - Kansai 

CHUJO Takeshi 中條 健志 東海大学 

DARMON 
Christophe 
Mitchito 

ダルモン 
クリストフ・ 
ミチト 

埼玉県立伊奈学園総合高等学校 

DASSONVILLE Nicolas ダソンヴィル ニコラ 愛知大学 

DAVY Michel ダヴィ ミシェル Institut français du Japon - Kansai 

DELBES Sébastien デルブ セバスティアン Institut français du Japon - Kansai 

DERIBLE Albéric ドリブル アルベリック 東京大学  

DERSCH DU 
MESGNIL 
D'ENGENTE 

Maximilien 
デルシュ・デュ・

メニル・ダンジャ

ント 
マクシミリアン National Taiwan University 

D'HAUTCOURT Alexis ドクール アレクシ 関西外国語大学 

DURRENBERGER Vincent デュレンベルジェ ヴァンサン 上智大学 

FUJITANI Hiroki 藤谷 悠 慶應義塾大学 

FUKAGAWA Akiko 深川 聡子 
（公財）フランス語教育振興協会 
/ APEF 

FUKAI Yosuke 深井 陽介 東北大学 

FUKUDOME Kunihiro 福留 邦浩 日本経済大学 

FUKUSHIMA Yoshiyuki 福島 祥行 大阪市立大学  

GUERRIN Gilles ゲラン ジル 岐阜大学  

HARANO Yoko 原野 葉子 大阪市立大学 

HASHIMOTO Mayaka 橋本 まや香 神戸女学院大学 
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HATTORI Etsuko 服部 悦子 近畿大学 

HEUSCHLING Aurélie ウスラン オレリー Institut français du Japon - Kansai 

HIGUCHI Yuya 樋口 雄哉 同志社大学 

HIRASHIMA Rika 平嶋 里珂 関西大学 

HIROSE Erina 廣瀬 恵理奈 株式会社 三省堂 

HIROTA Daichi 廣田 大地 神戸大学 

HIROYASU Yoshimi 廣康 好美 上智大学 

HONG Myungcheol 洪 明徹 大阪市立大学 

IKAWA Toru 伊川 徹 芦屋大学 

IMANAKA Maiko 今中 舞衣子 大阪産業大学 

INOUE Noriko 井上 典子 関西大学 

JACTAT Bruno ジャクタ ブルノ 筑波大学 

KAJIMOTO-MATHIS Diana 梶本マティス ディアナ Centres culturels de Kobe 

KAMIYA Kenichi  神谷 健一 大阪工業大学 

KASUYA Yuichi 粕谷 雄一 金沢大学 

KATAYAMA Mikio 片山 幹生 早稲田大学  

KAWAGUCHI  Yoko 川口 陽子 神戸大学 

KAWASHIMA Koichiro 川島 浩一郎 福岡大学  

KIKUKAWA Isao 喜久川 功 常葉大学 

KIRISHIKI Misa 切敷 美砂 成城大学 

KISHIMOTO Seiko 岸本 聖子 愛知県立大学 

KITAMURA Ayako 北村 亜矢子 上智大学 

KITAMURA Taichi 北村 太一 東北大学 

KITAMURA Hiroko 北村 浩子 ECC 

KOIKE  Yasuko 小池 泰子 関西学院大学 

KOMATSU Sachiko 小松 祐子 お茶の水女子大学 

KOREMURA Nobuaki 惟村 宣明 東海大学 

KOSHIKAWA Maulaurie 越川 マロリー La 古民家フランセーズ 

KOSHIKAWA Élie 越川 えり 富士見中学校 

KOYAMA Tsubasa 小山 翼 
（公財）フランス語教育振興協会 
/ APEF 

KUMANO Makiko 熊野 真規子 弘前大学 

KUNIEDA Takahiro 國枝 孝弘 慶應義塾大学 

KURODA Eriko 黒田 恵梨子 京都外国語大学 

LE ROUX Brendan ルルー ブレンダン 帝京大学 

MAEDA Fumiaki 前田 郁玲 近畿大学 

MATSUI Shinnosuke 松井 真之介 神戸大学 

MATSUI Natsu 松居 奈都 株式会社 三修社 

MATSUKAWA Yuya 松川 雄哉 南山大学 
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MATSUKI Yoko 松木 瑶子 慶應義塾大学 

MATSUMURA Hiroshi 松村 博史 近畿大学 

MIYAWAKI Eri 宮脇 永吏 
神戸大学、神戸市外国語大学、 
学習院大学 

MIYAWAKI Rena 宮脇 玲奈 関西学院大学 

MOGI Ryoji 茂木 良治 南山大学 

MOKHTARI Sylvain モクタリ シルヴァン Institut français du Japon - Kansai 

MOMOTA Michiko 百田 みち子 長崎総合科学大学 

MORITA Misato 森田 美里 大阪府立大学 

MORITA Masami 森田 昌美 神戸大学大学院 

MOUTON Ghislain ムートン ジスラン 琉球大学 

MURAKAMI Mai 村上 舞 西南学院大学 

NAKANO Shigeru 中野 茂 早稲田大学高等学院 

NAKASHIMA Kazumi 中島 和美 岡山大学、就実大学他 

NAKAYAMA Tomoko 中山 智子 京都外国語大学 

NISHIKAWA Hasumi 西川 葉澄 慶應義塾大学 

NISHIKAWA Kyohei 西川 恭兵 白水社 

NISHIOKA Anna 西岡 杏奈 辻静雄料理教育研究所 

NISHIYAMA Yuki 西山 由紀 京都大学 

NOZAWA Atsushi 野澤 督 国際基督教大学 

OBA Chikage 大場 千景 近畿大学 

OKADA Junko 岡田 純子 大阪産業大学 

OKUMURA Jiei 奥村 治栄 近畿大学 

OLIVERO Régis オリヴェロ レジ 愛知大学 

ORII Shinnosuke 折井 伸之輔 慶應義塾大学 

OTA Yusuke 太田 悠介 神戸市外国語大学 

PINSON Victoria ピンソン ヴィクトリア Université Catholique de l'Ouest 

PLOUZEAU Ludivine  プルゾー リュディヴィーヌ 岐阜大学 

RAMON Antoine ラモン アントワーヌ Institut Français du Japon - Tokyo 

RAUBER Laurent ロベール ロラン 慶應義塾大学 

RENOUD Loïc ルヌウ ロイック 岡山大学 

SAIKI Shuuhei 濟木 周平 近畿大学 

SASAKI Kaori 佐々木 香理 関西学院大学 

SASAKI Kota 佐々木 幸太 関西学院大学 

SAUZEDDE Bertrand ソゼド ベルトラン 東北大学 

SHIMADA Sachiko 島田 幸子 大妻中野中学校・高等学校 

SHIMIZU Jun 志水 じゅん le Ciel フランス語教室 

SHIRAISHI Yoshiharu 白石 嘉治 上智大学 

SOGA Yusuke 曽我 祐典 関西学院大学 
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SUGANUMA Hiroko 菅沼 浩子 
アサンプション国際中学校高等

学校 

SUZUKI Shintaro 鈴木 真太朗 東北大学 

TAJIMA Yoshihito 田島 義士 関西大学 

TAKAGAKI Yumi 髙垣 由美 関西学院大学 

TAKAHASHI Azusa 高橋 梓 近畿大学 

TAKAHASHI Katsuyoshi 高橋 克欣 大阪大学 

TAKEI Yuki 武井 由紀 名古屋外国語大学 

TAKEUCHI Ekuko 武内 英公子 神戸大学 

TAMURA Akiko 田村 明子 愛知県立大学 

TAMURA Yu 田村 優侑 神戸大学 

TANAKA Yuki 田中 悠暉 近畿大学 

TANI Yuriko 谷 百合子 大阪府立大学 

TANIGUCHI Eriko 谷口 永里子 京都大学大学院 

TANIGUCHI Kiyohiko 谷口 清彦 清泉女子大学他 

TOITA Ritsuko 戸板 律子 広島大学他 

TOMIMOTO Janina 富本 ジャニナ 大阪大学 

TSUKASHIMA Mami 塚島 真実 大谷大学、神戸大学 

TSURI Kaoru 釣 馨 神戸大学 

UCHIDA Tomohide 内田 智秀 名城大学 

UEDA Azumi 上田 亜津美 大阪府立松原高校 

UENO Daisuke 上野 大介 駿河台出版社 

VANNIEUWENHUYSE Bruno 
バニュウヴェンヌ

ウイズ 
ブルーノ 神戸大学 

VEYSSIERE Georges ヴェスィエール ジョルジュ パリ第 4大学 

VIATTE Chloé ヴィアット クロエ 順天堂大学 

VIGNERON Caroline ヴィニュロン カロリーヌ 立命館大学 

WATANABE Kana 渡邉 佳奈 福岡大学  

YAMADA Toshiyuki 山田 敏之 朝日出版社 

YAMADA Hitoshi 山田 仁 アシェット・ジャポン 

YAMAKAWA Seitaro 山川 清太郎 京都先端科学大学 

YOSHIHARA Chiaki 吉原 千晶 アシェット・ジャポン 
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ÉCRIRE DANS LE BULLETIN DES RENCONTRES 

 
1. Tous les participants, qu’ils aient ou non animé un atelier, peuvent proposer un article, 

deux au maximum, pour le Bulletin des Rencontres. 
 

2. Chaque année, l’appel à rédaction d’article est lancé dans le courant de novembre. La 

date limite de l’inscription pour écrire un article est le 10 avril. L’inscription se fait en 
ligne sur notre site. 
 

3. La date limite d’envoi de l'article est fixée au 10 mai de l’année en cours. Tous les 
articles soumis doivent être écrits en utilisant le document « Feuille de style Article » 
en ligne sur notre site, et envoyés par courriel à l’adresse <contact2019@rpkansai. 
com>. Les informations de formatage à suivre sont indiquées sur ce document (voir 
aussi page suivante).  

 

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 thème », traitées dans le cadre d’un atelier, seront aussi examinées. 

 

5. La taille de l’article ne doit pas excéder cinq pages de format A4, documents compris. 
 

6. Le Comité d’organisation des Rencontres invite tous les rédacteurs d’articles à faire 

relire leur texte par un tiers avant soumission définitive. Si la langue utilisée n’est pas 
votre langue maternelle, veuillez faire relire votre texte par un locuteur natif 
avant son envoi. 

 

7. Les articles proposés pour publication sont relus par un ou plusieurs membres du 

Comité d’organisation des Rencontres. Certaines corrections orthographiques ou de 
mise en page peuvent être apportées par le comité. Si nécessaire, des corrections 
seront demandées aux auteurs. 

 

8. 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. 

 

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

 

10. 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. 

 

Pour toute question concernant la rédaction d’un article dans le Bulletin des Rencontres, 
n’hésitez pas à contacter le Comité d’organisation.  



Rencontres Pédagogiques du Kansaï 2019                                       

155 
 

Thème 1  Thème 2  Hors thème (choisir ; 12 points, gras, aligné en haut à gauche) 
 

Feuille de style Article 

(titre : 1 ligne plus bas, 18 points, centré, gras) 

 

(2 lignes plus bas que le titre, 14 points, gras, aligné à droite) ERPEKA Jiro   

(en dessous, 12 points, gras, aligné à droite) Université d’Osaka  
 (idem) contact2019@rpkansai.com  

 
 
 

● Pour l’article (à envoyer avant le 10 mai 2019) :  
Cinq pages maximum de format A4, documents compris.   
 

Indications générales de mise en page et de polices :   
Logiciel de traitement de texte à utiliser : Word, de Microsoft  
Marges: gauche: 3cm autres: 2,5cm (ne changez pas les marges) 
Caractères à utiliser en japonais : MS明朝 
Caractères à utiliser en français : Times New Roman 
Corps de l’article : 3 lignes plus bas que l’adresse, 12 points 
Indentation en début de paragraphe : 0,5cm 
Intertitres : 12 points, caractères gras 
Interligne : simple 
Texte : justifié  
 

Utilisation de la feuille de style : 
Collez votre texte directement sur ce document, et conformez-le aux indications ci-dessus.  

 
Expédition :  
En document attaché à l’adresse <contact2019@rpkansai.com>.   
 

Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse 
<contact2019@rpkansai.com>.  
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Thème 1 Thème 2 Hors thème（の内どれかを選ぶ、上左寄せ12ポイント太字） 
 

論考用スタイルシート 
（題名は Thème から 1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 12ポイント太字）エルペカ 次郎 

（ローマ字表記は 14ポイント太字）ERPEKA Jiro  
（所属：欧文右寄せ 12ポイント太字）大阪大学 

（電子メールアドレス：欧文右寄せ 12ポイント太字）contact2019@rpkansai.com 
 

 

 

 RENCONTRES 用論考（2019年 5 月 10日必着） 

A4 用紙最大 5ページ（図や資料を含む）を超えないようにご配慮ください。 

 

フォントなど原稿の体裁について 

使用ソフト : Microsoft Word 
余白 : 左余白 : 3 cm 他の余白 : 2,5 cm（余白を変更しないでください。） 

日本語フォント：MS明朝   

欧文フォント：Times New Roman 
執筆者メールアドレスから 3行空けて本文を開始（10,5ポイント） 

段落の最初は 1文字分のインデントを取る 

小見出し：10,5ポイント太字 

行間は１行（通常の行間） 

日仏両言語共に左右揃え 

 

スタイルシートの使い方 : 

上記の指示通りに作成した論考を直接スタイルシートに貼り付けてください。 

 

原稿送付 : 

電子メールの添付ファイルで<contact2019@rpkansai.com>宛にご送付ください。 

 

詳細につきましては、<contact2019@rpkansai.com>にご連絡ください。 
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Calendrier des RPK mensuelles 2018-2019 

 
Fois Dates et Lieux Ateliers et Modérateurs 
33 Le samedi 14 juillet 2018   

15：00～18：00 
大阪産業大学梅田サテライト

キャンパス 

フランス語教員コミュニティにおける変容、継続

性と価値の継承 
今中舞衣子 IMANAKA Maiko （大阪産業大学） 

34 Le dimanche 9 septembre 2018  
14：30～17：30 
神戸大学国際コミュニケーシ

ョンセンター 

フランス語教育に関する疑問／お悩み相談会 
 

35 Le dimanche 11 novembre 2018  
14：00～17：00 
大阪産業大学梅田サテライト

キャンパス 

RPG型教科書の可能性 
惟村宜明 KOREMURA Nobuaki（東海大学） 
深井陽介 FUKAI Yosuke（東北大学） 
 

36 Le dimanche 13 janvier 2019   
15：00～18：00 
大阪産業大学梅田サテライト

キャンパス 

4技能型フランス語コミュニケーションクラスに

おけるリスニングとスピーキング 
武末祐子 TAKEMATSU Yuko（西南学院大学） 

37 Le lundi 11 février 2019   
14：00～17：00 
神戸大学国際文化学研究科 

「フランス」を学生に近づけるには―ケースメソ

ッドを用いたフランス文化教育プロジェクト実

践報告― 
高橋梓 TAKAHASHI Azusa（近畿大学）  
山川清太郎 YAMAKAWA Seitaro（京都学園大学） 
松井真之介 MATSUI Shinnosuke（神戸大学） 

38 Le samedi 13 avril 2019   
14：00～17：00 
近畿大学 

RPK2019のふりかえり 
山川清太郎 YAMAKAWA Seitaro（京都学園大学） 

 
Comment connaître le calendrier des prochaines rencontres ? 
Consultez le blog des RPK mensuelles (http://rpmensuels.blog.fc2.com/) 
ou notre page Facebook (https://www.facebook.com/RencontresKansai).  
 
Comment y participer ? 
La participation est gratuite (soirée amicale non comprise). 
Si vous souhaitez participer à la prochaine rencontre, merci de vous inscrire sur ce lien : 
http://rpkansai.com/monthly 
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Postface 
 
 
 
 Alors que j’écris ces lignes, Akihito abdique (il n’y a aucun rapport de cause à effet, 
dois-je le préciser). Cela me permet de prendre conscience que les RPK vont entamer leur 
troisième ère impériale, et que rien ne semble pouvoir les arrêter. 
 Je laisse à d’autres le soin d’écrire une histoire de l’enseignement du français au 
Japon sous l’ère Heisei, mais, comme pour toutes les autres langues étrangères, on peut 
sans doute dire que l’évènement majeur pour le FLE dans ce pays aura été l’éclatement de 
la bulle financière et la longue torpeur économique qui l’a suivi, entrainant coupes 
budgétaires et non-renouvellements de postes de français dans les universités. La chute de 
la démographie du Japon, le rôle envahissant de l’anglais comme langue de distinction 
sociale ou de test et l’importance croissante du chinois dans le monde académique japonais 
font que tout optimisme sur le français au Japon ne peut être que tempéré. Dans ce bref 
survol historique, on n’oubliera pas le développement d’internet et des logiciels de 
traduction automatique, avec leur cortège d’innovations et de craintes pédagogiques. 
 Dans ces conditions, nous ne remercierons donc jamais assez l’École de mode Ueda 
Yasuko, qui nous accueille généreusement depuis plusieurs années, ni les animatrices et 
animateurs d’ateliers, qui parfois viennent de loin à leurs frais pour partager leurs idées et 
enthousiasme. Mille fois merci ! 
 Merci également aux éditeurs présents. Sans eux, nos RPK perdraient beaucoup de 
leur charme. 
 Enfin, cette postface me permet de rappeler que nous avons besoin de sang neuf dans 
notre Comité ; les propositions de participation sont les bienvenues. Nous accueillerons 
aussi avec gratitude toute idée ou initiative pour organiser une table ronde, en particulier en 
français, puisque, malheureusement, cet évènement n’a pu se faire cette année. 
 Encore merci pour votre participation aux RPK 2019 et au plaisir de vous voir pour 
de nouvelles belles rencontres en 2020. 
 

D’Hautcourt Alexis 
(Co-secrétaire adjoint des 33èmes Rencontres Pédagogiques du Kansaï) 
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Alliance française Association France Aichi  

（アリアンス・フランセーズ愛知フランス協会）  
Alma（アルマ出版） 

APEF（公益財団法人フランス語教育振興協会）  
École de mode Ueda Yasuko（上田安子服飾学校）  

Éditions Asahi（朝日出版社）  
Éditions Surugadai（駿河台出版社）  

Hachette Japon（アシェット・ジャポン） 
Hakusuisha（白水社）  
Sanshusha（三修社）  

Société Japonaise de Didactique du Français（日本フランス語教育学会）  
Université Kwansei-Gakuin, Section de français（関西学院大学仏文研究室） 
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Zélia BAUDRY, Julien BOGAERS (Préactes/Bulletin), Takeshi CHUJO (Trésorier), 
Alexis D’HAUTCOURT (Secrétaire adjoint), Yoshitaka FUJITA, Rika HIRASHIMA 
(Buffet), Maiko IMANAKA, Seiko KISHIMOTO (Préactes/Bulletin), Shinnosuke 
MATSUI (Responsable du site), Rena MIYAWAKI (Buffet), Sylvain MOKHTARI 
(Responsable du site), Loïc RENOUD, Kaori SASAKI (Secrétaire générale), Kota 
SASAKI (Buffet), Bertrand SAUZEDDE, Yoshihito TAJIMA (Préactes/Bulletin), Azusa 
TAKAHASHI (Secrétaire adjoint), Yu TAMURA, Eriko TANIGUCHI (Vérificatrice), 
Mami TSUKASHIMA (Préactes/Bulletin), Seitaro YAMAKAWA (Responsable du site). 
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