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SDGs（持続可能な開発目標）への取り組みが世界的な課題となり1、SDGs に関する内容が新

たに盛り込まれている新学習指導要領も、小学校では本年 2020 年度から、中学校では 2021 年

度から、高等学校では 2022 年度入学生から年次進行で運用がはじまることになっている2。  

新自由主義がもたらしたさまざまな課題、選択と集中によって分断された格差社会の閉塞感は

すでに強く実感されていたが、新型コロナ禍によって、そのような世界のもつ脆弱性が白日の

下に晒されたといえる。コロナ後の世界を、相互不信の閉鎖的状況や戦争という極端な方向に

向かわせないため、「地球市民」としてのゴールに向かわせるため、教育の果たす役割は何にも

増して重要である。教育は、SDGs の目標 4「質の高い教育をみんなに」と同時に、すべての目

標の基礎となることを期待されているからである。 

2008 年～2009 年に公示された学習指導要領に ESD3の考え方が盛り込まれており、新学習指

導要領でも SDGs の 17 目標（課題）に総合的に取り組みつつさらに ESD を推進すればよいこ

とになろうが、教育現場に大きな変化（混乱）が予想されるのは、小学校への外国語教育導入

である。指導要領に「外国語」と表記されつつ、暗黙の前提のように「英語教育」が導入され

る日本における教育の根本的問題（課題）は、グローバル化時代の日本における言語教育のク

リティカルな指摘4にもかかわらず依然として手付かずである。小学校に新たに導入される英

語教育が「多様性」に反するモノリンガリズムに陥らないように注視しなければならない。 

新学習指導要領に明記された「一人ひとりが持続可能な社会の創り手となる」という教育目

標の出口となり SDGs への取り組みが競って行われつつある社会への橋渡しとなる大学教育、

および外国語教育に携わる教員が、カリキュラムや制度の枠組のみならず教員個人として果た

せる持続可能な社会に向けての役割は何なのか。RPK2020 が中止にならなければ、SDGs 達成

率の高いヨーロッパ諸国の根底にある「法と倫理」5、複言語･複文化主義と SDGs ターゲット

 
1 「誰一人取り残さない」持続可能で多様性と包摂性のある社会の実現のため、2030 年を年限とする 17 の国際目標。その

下に、169 のターゲット、232 の指標が決められている。→外務省 JAPAN SDGs Action Platform 参照 
2 新型コロナ禍に襲われている本稿執筆現在（2020.5）の状況では、学校教育現場でのロードマップ通りの運用が可能なの

か予測できない。 
3 国連持続可能な開発のための教育（Education for Sustainable Development）文部科学省参照 
4 久保田竜子著、奥田朋世監訳『グローバル化社会と言語教育―クリティカルな視点から―』くろしお出版（2015） 
5 4 章「SDGs とヨーロッパの時代」in 『2030 年の世界地図帳』 
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4.76などをきっかけに、「弘前×フランス」プロジェクトの取り組みとあわせて討論できればと

考えていた。 

 

プロジェクトのアイデンティティと 2019 年度 

「弘前×フランス」プロジェクトの学生活動は、地球規模の課題に直接取り組んできたわけで

はないが、地方都市の課題を自らの問題として捉え、自分にできることを考え、「フラン

ス」を切り口として見慣れた街の異なる諸相を発見し発信する経験を積み重ねることで少し

ずつグローカルな感覚を身体化する学習活動である。概括的に言えば、持続可能な社会の一

員としての市民性形成、シビックプライド7を醸成していくことを目指す「市民性形成」とし

てのことばの教育活動である8。 

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）は、

プロジェクトの前史である地域に開かれたフランス語ホームページ Place de la Francophonie の

開設（2008）、オフ会活動 Cercle Francophone による弘前マルシェ FORET（フォーレ）への出

展（「フランス語市場」）、複言語･複文化教育のトークセッション、シンポジウムなど複言語･複

文化教育プロジェクトとしてのスタート（2012）、フランス語･文化を切り口とした学生による

地域取材リーフレット« Tu sais, j’ai trouvé! » 第 1 号発行（複言語･複文化プロジェクト「まちを

キャンパスに！」）および学生による助成金獲得スタート（2013）、社会実験的実践＝地域と大

学教育の相互活性化をめざす月一まちなかコラボ企画（「弘前×フランス」プロジェクト9：まち

をキャンパスに！）およびその総括的イベントである 9 月下旬の「フランス日和～マルシェ」

と「弘前×フランス」週間のスタート（2014）、同プロジェクトの授業化試行開始（「地域と世界

をつなぐ」）とプロジェクトの学生活動団体「弘前グローカル・アクション」の立ち上げ（2015）
10、2 年一貫の複言語・複文化教育プログラム（フランス語モデル）の雛形完成（2016）、2017

年度からその応用とプログラム改善に向けてのフィードバックを継続しているが、2014-2017

年度の社会実験的実践を振り返る資料館企画展を実施しプロジェクトに一区切りを迎えたそ

の年、新カリキュラム世代（プロジェクト型学習世代））ならではの傾向と課題に直面（2018）、

仕切り直しに向けてさまざまな試行を行ったのが昨年度である（2019）11。 

プロジェクト前史を含めて 12 年、まちなかへ踏み出して 7 年経過した昨年度、継続しなけ

れば見えてこない景色、俯瞰景のようなものが見えてきた。それは、活動を中心となって行う

学生が毎年のように入れ替わっていくなかでも感じられるようになったプロジェクト経験知

の総体、プロジェクトの「アイデンティティ」とでもいうものである。 

 
6 ターゲット 4.7「2030 年までに、持続可能な開発のための教育及び持続可能なライフスタイル、人権、男女の平等、平和

及び非暴力的文化の推進、グローバル・シチズンシップ、文化多様性と文化の持続可能な開発への貢献の理解の教育を通

して、全ての学習者が、持続可能な開発を促進するために必要な知識及び技能を習得できるようにする。」 
7 伊藤香織・紫牟田信子監修『シビックプライド―都市のコミュニケーションをデザインする―』宣伝会議（2017 第 4 刷）

CIVIC PRIDE:「シビック（市民の/都市の）」には権利と義務を持って活動する主体としての市民性という意味がある。自分

自身が関わって地域を良くしていこうとする、ある種の当事者意識に基づけ自負心、それがシビックプライドということ」

WORKSIGHT web マガジン oct.3 2016 
8 細川・尾辻・MARIOTTI 編『市民性形成とことばの教育』くろしお出版（2016） 
9 「弘前×フランス」プロジェクトという通称は、複言語・複文化教育プロジェクト(フランス語モデル)という呼称の長さ

とフランコフォニーの概念のわかりにくさにより、地元メディアによる要請で単純化させられてしまったものである。取

材記者個人の「フランス」のイメージのため、本プロジェクトへの取材記事で教育理念に則った内容が掲載されることは

稀で、呼称の広がりやすさと引き換えに、その点が足かせになっている。 
10 授業試行当初の 2015 年度は上半期のみの試行でスタート。「弘前グローカル・アクション」は、授業化に伴いフランス

語以外の履修生が参画することになったことを受けて、当時の履修生が立ち上げた自立運営の学生主体の団体（大学所属

のサークル活動団体ではない）。 
11 詳細は弘前大学フランス語 HP（human.cc.hirosaki-u.ac.jp/french/）サイト内「弘前×フランス」プロジェクトのページ参照

（サイドバーを click） 
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その俯瞰景には、プロジェクトの譲れない方針として意識しつづけた「ボトムアップ」にも

かかわらず、トップダウン的重圧として参加学生を追い詰めることになった（なる）プロジェ

クト代表としての筆者のヴィジョンと現実のギャップ、実社会と大学、予算や補助金の獲得と

その引き換えに性急に求められる数値的成果主義などとの板挟み、新自由主義的教育行政によ

って「大学のガバナンス改革」（学長・理事長の権限強化）と引き換えに生き残る道を選択せざ

るを得なかった地方大学の、またその財政的事情による「選択と集中」によって、議論もない

まま突然通告された英語力の強化と英語中級までの必修化、それに伴う財政的理由によって必

修から外れ削減された多言語（第二外国語）クラスなど、プロジェクト推進のまっただ中で梯

子が外されるような負の経験が含まれる。 

とりわけ「大学のガバナンス改革」は、国（政府）の方針をトップダウンのスピード感で教

育・研究現場に行き渡らせるもので、議論の場もなく、ヴィジョンの共有もなく「外国語」が

「英語」にすりかわり、国際交流のラウンジが瞬く間にイングリッシュ・ラウンジに変えられ

るという、日本における教育の根本的問題の縮図を示すものであった。ひとりで立ち向かうこ

とはいよいよ難しく、以来、まちをメインキャンパスとする方向に少しずつシフトしていくこ

とになるが、2019 年度は、教員退職後のプロジェクト活動の持続可能性を探り、学生主体の活

動団体の自立性、地域の人との協働の強化に誘導する一年となった。 

また、第二外国語の非必修化以降、筆者がカリキュラム上で担当するフランス語は初級後期

の１クラスになり、担当するフランス語クラスとプロジェクトの直接的接点もなくなった。そ

のことの影響、あるいは上級生がフランス語履修者のクラスにマルシェ・ボランティア募集の

働きかけをしなくなったことなどから、2019 年度の「地域と世界をつなぐ」の新規履修生の学

習言語の比率はフランス語既修者・学習者が少数派になり、中国語 10 名、ドイツ語 4 名、フ

ランス語 4 名、英語のみ 1 名で、プロジェクトの授業履修の動機も、まちづくり（地域活性）

への興味、ジェネリックスキルの向上などが増えている。これらの履修生のうち 16 名が履修

を継続（中国語 8 名、ドイツ語 3 名、フランス語 4 名、英語

のみ 1 名）、2020 年度新幹部となっている。ここで、新幹部が

2020 年度の市助成金（市民参加型まちづくり１％システム）

獲得の公開審査プレゼンのために作成したスライドの一部を

活用し、2019 年度事業の特徴に触れておく。太字が市助成金

を獲得して実施した事業である。 

 

 

2019 年度事業とその特徴 

2019 年度事業では、女子学生 R が代表を務めた。一年めのプログラムですでに深い学びがで

きていたアクティブ・ラーナーで、2018 年度のような状況12に対して、たとえ履修継続者が自

分ひとりでも「リベンジ」したいと繰り返していたこともあり（結果的に R がひとり頑張る姿

に動かされ 4 名が幹部参画）、学生活動「弘前グローカル・アクション」として挑戦的な年度と

なっている。R にとっての「リベンジ」はもう一つあり、中学時代の活動でリーダーをつとめ

たときの失敗経験、何もかも自分一人でやってしまったことでチームとしての達成感を持てな

 
12 RPK2019 で発表し、RENCONTRES 33 号論考でも触れた、スキルアップと将来のための経験という個人レベルのヴィジ

ョンを優先的に抱いていたと思われる 5 期生は、事業実施についてはルーティーンワーク化、単純分業化が観察され、後

期のリフレクション、後輩への引継ぎなどではリーダーシップを示せず、興味がないためか遅刻・欠席がちで、そのため

下級生も同様の遅刻・欠席がちになっていた。また、マルシェ出店者をまじえた意見交換会・反省会では、2018 年度につ

いて、以前のような熱意が感じられず、学生が何をしたいのかわからなかった、と指摘を受けていた。 
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かった経験を、思い描くあるべきリーダーシップ像に向けて、「リベンジ」したいということも

強いモチベーションになっていた。過去の負の経験を分析し、「リーダーシップ」を向上できる

手立てを考え抜き、行き詰まると別の視点で考えることができるようになっている点で、R は

すでに初年度末に周囲よりハイレベルのアクティブ・ラーナーであることが観察されており、

プロジェクトの将来に向けて 2016 年度から筆者が示唆してきた

方向性、複数の提案のすべてに踏み出す結果となった。まず、よ

り継続しやすく学生に負担の少ないプロジェクトへのシフトダ

ウンと相互的メリットを考えて教員から示唆した「かみどて朝市」

実行委員会との協働である。学生による先方への協働の働きかけ

が成功すれば学生に負担の大きい 9 月の「マルシェ」をたたむと

いう選択肢を提供するためだったのだが、R ら幹部は「マルシェ」

前に下級生にイベント運営を体験させたいという考えを固め、

新規の「かみどて朝市」との協働イベント「Harvest Time Hirosaki」

内で「プチ・マルシェ」を実施し、蓬莱広場での 9 月の「マルシ

ェ」も実施するという道を選択した。また、これまでリーフレッ

トとメインイベントの「フランス日和～マルシェ」で獲得してき

た市助成金について、協賛等による「マルシェ」自立運営の道に

進み13、手回しオルガンのワークショップ（仕組みを知り、市民

オリジナル装飾を施す）と定評あるリーフレットで助成金を獲得した14。「マルシェ」では、フ

ランスのバロックダンスやフランス語の歌、フランスのカードゲーム、フランスのサッカーに

ついての紹介リーフとリフティングなどのブースが、上述のフランス語未習学生らによって企

画・運営され、地域からの出店ブースでは、全出店者の協力も得て、イベント来場者を

Bonjour!/Merci!で迎える試みに踏み出した15。後述のリーフレット取材でつながったモロッコ雑

貨店の出店は、フランコフォニーへの一歩となった。 

 

2019 年度の授業改善 

最後に、昨年報告した16問題点に対して試みた対策の概要

を共有しておきたい。一つは、アクティブ・ラーニングの

学力格差の改善策として試したのが、R のようなアクティ

ブ・ラーナーをこれまで以上に「教育側」へ巻き込んだこ

とである。人を育て、人に働きかける力としてのリーダー

シップ力向上につなげてもらうことでアクティブ・ラーナーのモチベーションを支え、対等に

意見交換を重ね、2019 年度では、そのリーダー力の向上によって、学生主体の、チームとして

の協働力の成長を支援することにつながった17。 

 
13 当該助成金はもともと 3~4 年補助を受けたのち自立することをめざす事業や団体向けのものであるが、おとなの NPO 団

体でもなかなか自立に踏み切れずに補助を受け続けている実情がある。そのため学生による自立への挑戦そのものが審査

員や街のオトナを感動させ、地域とのより結びつきの深まりと協働につながったと思われる。 
14 公共性・必然性の審査が難関となる少人数規模の「手回しオルガンのワークショップ」は、翌日の Harvest Time Hirosaki
で装飾したオルガンを演奏することであらたに駅どてプロムナード～上土手の賑わいにつなげること、将来の「市民のた

めの手回しオルガン」製作への一歩であることなどのアピールにより獲得してみせた。 
15 予算をかけずイベントを盛り上げる取り組みとして、数年前から参加者から学生に提案されていたが 2019 年度まで未着

手だった。簡単なフランス語で買い物をするフレーズを準備していたが、在仏経験ある出店者から、協力する出店者のハ

ードルを下げるなら、まずは Bonjour / Merci からとの意見が出された。 
16 RPK2019 でのアトリエ発表および RENCONTRES 33 pp.127-131. 
17 2018 年度にプロジェクト OB としてメンターを買って出てくれた研究支援員の T がいたが、活動ただなかのアクティ
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上述の R のほかに、ただひとり社会行動コースからプロジェクトに参画している男子学生 K

の事例も紹介する。フィールドワーク・社会調査・地域活性化などが専門の学生であるだけに、

初年度生ながら経験知のあるアクティブ・ラーナーで、高い観察力・分析力・説得力を伴う提

案力があった。18 名のなかでの他コース生というアウェイ感18について活動記録のなかでたび

たび言及していたが、思いや感情を表明することはなかった学生である。初年度生の主要活動

となるリーフレット編集長に名乗りをあげ、未経験で引継ぎもない状況でもきちんと役割を果

たせていた。K を苦労させることになったが、この機会にプロジェクトの方向性に見合ったリ

ーフレットのレベルアップに向けて誘導を試み、フランス語初習者・未習者や一般市民に普及

しているフランスの表層的ハイカルチャーの上塗りにならないよう、日常をとらえる非日常の

視点、新たな視点を市民に提供できるものになるよう支援した。 

2019 年度のリーフレット 9 号19完成後の後期のリフレクションでは、深い学びにむけて教員

が介入し、チームとしての学びが得られるように新規に句会形式の合評会を導入し、WEB 上

で公開しているロングバージョンも含めて、チームメンバーが取材・執

筆担当した記事をていねいに共有させてみた。その際、K の記事はロン

グバージョン20ともども高評価を受け、チームに対して多くの気づきを

与えるものとなった。 K の外国語履修は英語のみだが、「マルシェ」の

リフティングブース企画では、サッカーと e スポーツのフランスにつ

いて調べて手作りの新聞を作成、フランスを身近に感じてもらいたい

と発信している（左写真）。全学生に授業についての提案・要望もあわ

せてたずねた年度末の個人面談で、授業でもっとフランス語に触れる

機会、フランス文化について調べる活動を取り入れればいいのではな

いかと提案を受けたのも K からであり、2020 年度授業デザインのヒントになった。 

また、プロジェクト継続に比例して生まれるルーティーンワーク化、学びの単純労働化の問

題、方法論とスキルの上滑りの問題、リフレクション疲れ（慣れ）に共通する対策である深い

学びへの支援として、後期リフレクションでは特に聞き出す能力・引き出す能力としての質問

の工夫に労力をかけた21。R と同意見となり、個人的引継ぎからチームとして全体像を共有す

る引継ぎに変えた際、履修継続意志がなかった 3 割ほどの学生が継続への気持ちに変化したの

も、R がおのずから考えた３つの問いかけのグループワーク22だったのである。 

 
 

 

 
ブ・ラーナーの観察は、チームメンバーと身近であるため教員側もさまざまな気づきを得ることができ、個人面談やグル

ープ指導にも生かすことができるメリットがあった。 
18 このアウェイ感について、R は T の働きかけ力の向上を期待する前に、周囲が本プロジェクト以外の T の活発な活動に

ついて言及する、興味を持つなどの他のメンバーからの歩み寄りがあれば自信をもって周囲に働きかけをしていくことが

できるのではないか、という分析をしており、教員からの支援でも取り入れることができた。 
19 human.cc.hirosaki-u.ac.jp/french/pdf/20190927_1.pdf / human.cc.hirosaki-u.ac.jp/french/pdf/20190927_2.pdf 
20 human.cc.hirosaki-u.ac.jp/french/avenue/antique.php ボルドーにブロカント市があるという教員が与えたヒントをきっかけ

に、モノを大切に使う文化としてのアンティーク・ブロカントを弘前と結びつけて思考を深めているのがわかる。 
21 たとえば、マルシェ後の来場者アンケート集計作業の分担にあたって、「アンケートを取っている意味（誰が誰のため

に取っているか？どんな目的で？）、集計する意味、集計は現在どのように活用されているか？ほかに集計結果をいかせ

るアイデアはあるか？」、マルシェのブース企画ふりかえりでは、「自分がやりたかったことは何？（企画意図）、自分

がチームのためにすべきことは何だったか？自分がチームのためにできることは何で、それができたか？チームがやりた

かったことは何？（企画意図）、チームがイベントのためにすべきだったことは何だったか？チームがイベントのために

できることは何で、それができたか？作業の目的は？」など。 
22 R による問いかけ：「あなたが組織内で代表になったら、どんな組織にしていきたいか、組織内において、代表にはど

んな要素が必要か、あなたが代表を支えるとしたら、どのように支えていきたいか」 


