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AVANT-PROPOS 
 

 
 2020 年 3 月 23 日、24 日に予定されていた第 34 回関西フランス語教育研究会（RPK2020）

は、新型コロナウイルスの世界的な感染拡大を受け、中止となりました。本大会では「フラン

ス語を聞く、話す」「語学教員には何が必要か」という共通テーマを掲げ、様々な視角からのア

トリエ企画はもちろんのこと、Danièle Moore 氏による講演会や、運営委員による Table Ronde

が入念に準備されておりました。RPK 発足から例のない大会中止という事態を迎え、人知で乗

り越えられぬものを前に無力感を覚えると共に、本大会への参加を心待ちにされていた皆様、

そしてこれまで本研究会を支えてくださったすべての方に対して申し訳ない気持ちを抱かざ

るを得ませんでした。 

 

 そのさなかにあって、我々RPK2020 運営委員はアトリエ申込者、そして今まで RPK にご参

加いただいたすべての方の論考を広く募集し、電子媒体による論集の作成を目指すことといた

しました。このたび 13 本の論考を収録した論集『Rencontres 34』をお送りできることを心より

嬉しく思います。我々の意思に賛同し、論考をお届けいただいた投稿者に感謝するとともに、

未曾有の事態に直面し翻弄される我々を支えてくださったすべての方に心より御礼を申し上

げます。 

 

 RPK では刺激と発見に満ち溢れた出会いの場としての年次大会を皆様に提供すべく、一層の

努力をしていく所存です。RPK の最新情報や過去の論考・情報に関しては、ホームページ

（rpkansai.com）や Facebook でご確認いただけます。また現在、RPK では会の運営に関わって

いただける方を募集しております。興味を持たれた方の連絡をお待ちしております。 

 

 コロナ禍が終息し、皆様と再びお目にかかれる日のくることを心より祈っております。 

 

 

第 34 回関西フランス教育研究会 事務局長 

高橋 梓（TAKAHASHI Azusa） 
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PRÉSENTATION DES THÈMES 
 

 
Thème 1 : Enseigner l’oral 
    フランス語を聞く、話す 

 

  Pour de nombreux étudiants, les réalisations orales se résument aux salutations et à 
quelques expressions simples. En fait, beaucoup d’entre eux commencent le français avec 

l’espoir de pouvoir mener plus tard une conversation ordinaire, mais les savoir-faire en 

compréhension et expression orales pour atteindre ce niveau sont extrêmement difficiles à 

acquérir. Comment procéder pour que les étudiants améliorent ces compétences ? Les savoirs 
professionnels correspondant sont variés : techniques pour un enseignement précis à la 

prononciation et à l’écoute, connaissances théoriques sous-jacentes en phonétique et 

phonologie, pratiques concrètes en production et compréhension, etc. 

  Les propositions sur ce thème aborderont les questions de compréhension et production 
orales. Elles seront l’occasion d’un échange sur les connaissances professionnelles requises 

ainsi que sur les pratiques de classe souhaitables pour que les étudiants développent ces 

compétences. 

 
 多くの学習者にとって、フランス語の入り口は挨拶であり、簡単な会話表現です。「日常会

話ができるようになりたい」と希望してフランス語を始める学習者も少なくありません。しか

し日常会話を成り立たせる技術、すなわちフランス語を聞き、話す能力の獲得は困難を極めま

す。教師はいかにして学習者の聞く力・話す力を向上させればいいでしょうか。正確な発音や

聞き取りを指導するための教授法、その背景に潜む音声学・音韻論などの理論、オーラルやリ

スニングの具体的な練習方法など、教師が学ぶべきことは多々あります。 

 そこでこのテーマでは、「フランス語を聞く、話す」という視点から議論を行いたいと思い

ます。学習者の能力を引き出すために我々フランス語教師は何を学ぶべきか、日々の授業で何

を行うべきか、皆様からの多様な意見をお待ちしております。 

 

 

Thème 2 : Quelles compétences faut-il pour enseigner une langue étrangère ? 

    語学教師には何が必要か  

 

  Quelles compétences nous demande-t-on d’avoir, nous professeurs de français ? S’agit-il 

de connaissances sur la langue française et les cultures et sociétés francophones, 
d’habilitations pour la passation du DELF-DALF ou autres examens, du savoir-faire de 

classe né de l’expérience, d’une pratique réfléchie centrée sur l’apprenant ? Ou bien est-ce 

la capacité de continuer à se former ? Ces questions se rapportent en fait aux domaines 

suivants de la « compétence en langue », des « connaissances sur les sociétés et cultures », 
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de la « gestion de classe » et d’une « attitude de formation ». De surcroît, les compétences 

requises varieront beaucoup selon que le français est la langue native ou non de l’enseignant-
e, selon le niveau des apprenants ainsi que selon le contenu et les objectifs du cours, pour ne 

mentionner que quelques facteurs. 

  Ce thème invite donc à discuter de ce dont les professeurs ont besoin. Les propositions 

d’ateliers et d’articles devraient porter sur la nature des compétences qui nous sont 
nécessaires, sur les raisons pour lesquelles elles le sont, et sur leur efficacité pratique. 

 
 私たちフランス語教師には何が求められるのでしょうか？フランス語やフランス語圏の社

会・文化に関する知識、DELF・DALF のような資格の取得または、教える際の技術や経験、学

習者の立場になって考える姿勢でしょうか？あるいは、教師である以前に学習者として学び続

ける姿勢でしょうか？これらのことは「語学力」や「社会・文化に関する造詣の深さ」そして

「授業の運用能力」や「向学心」に言い換えることができるでしょう。他にも、学習者のレベ

ルや担当する授業内容・目標によっても求められる能力は大きく異なるため、一口に「フラン

ス語教師に求められるもの」と言っても、上で挙げた能力以外にも必要なものがあるでしょう。 

 そこで、このテーマでは、フランス語教師に必要とされるものについて議論したいと思いま

す。私たち教師に求められる能力は何か、どうして必要か、どのように活かすことができるの

かなど、皆さまとの活発な議論を期待しております。 
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Conférence 
 

Développer des scénarios collaboratifs plurilingues  

tout en (se) formant à la recherche en didactique du FLE 

 

 

Danièle MOORE 
Simon Fraser University, Vancouver, Canada 
DILTEC, Paris 3 - Sorbonne Nouvelle, Paris 

 

 

 
Introduction 

Dans des contextes socio-politiques qui se construisent comme mono- ou bilingues et 

multiculturels, mais où l’anglais prédomine partout autour des élèves, il est important 

d’élargir la palette du répertoire didactique des enseignants de langue. Cela est encore plus 
vrai dans un contexte comme celui du Japon, où le français est très peu présent dans la vie 

des apprenants comme dans celle de leurs enseignants, tandis que l’anglais y jouit d’un statut 

prépondérant comme langue d’enseignement (Ishikawa, 2020 ; Moore & Haseyama, 2019). 

Ishikawa (2020) rappelle en effet qu’au Japon, le français a connu un certain nombre d’aléas 
au cours des époques, notamment avec l’obligation pour tous les élèves d’apprendre l’anglais 

au collège dès 1998, tandis que le français n’est que dans peu de collèges et lycées offert aux 

élèves. Pour la plupart des apprenants, le français vient alors s’ajouter comme une deuxième 

langue étrangère, le plus souvent à l’université.  
Le contexte social japonais, bien que souvent décrit comme tendant à la 

« monolingualisation » en faveur de la langue japonaise n’est pas, pour autant, un 

environnement dans lequel le plurilinguisme est absent (Backhaus, 2010). De nombreuses 

langues sont en effet visibles dans le paysage linguistique de chacun et le français y occupe 
une place toute particulière dont il est possible de faire usage, aussi, dans la salle de classe. 

Ohki (2012) discute par exemple la valeur d’amener les élèves à interroger le plurilinguisme 
pour susciter la motivation dans l’apprentissage d’une langue étrangère comme le français 

au Japon. 
Cette contribution a ainsi pour ambition de présenter et discuter les moyens de (a) 

collaborer pour (b) créer des ressources d’enseignement favorisant 

l’enseignement/apprentissage du/en français selon des perspectives plurilingues, (c) de 

favoriser le réseautage entre experts et jeunes enseignants, et entre enseignants de différentes 
langues et disciplines au sein d’une même institution pour, enfin, (d) se former à la 

recherche-action en didactique des langues. 
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1. Un scénario de formation à/par la recherche en cascade 

Nous proposons ici un scénario de formation à/par la recherche dont les enjeux principaux 
visent à : 

 S’appuyer sur la recherche pour actualiser et enrichir les connaissances des acteurs-

chercheurs et former au plurilinguisme ;  

 Associer les acteurs du terrain expérimentés pour créer un pôle d’experts au service 
d’une zone géographique particulière (dans notre exemple, le Canada et les États-

Unis) sur le bilinguisme/plurilinguisme susceptibles d’intervenir en formation 

initiale et/ou continue ; 

 Produire des parcours de formation à partir de modules qui pourront être utilisés à 
distance et/ou en présentiel ; 

 Soutenir l’enseignement du/en français dans les contextes où la langue est absente 

ou minoritaire ; 

 Créer des ponts entre les enseignements en français et en anglais et les enseignements 
d’autres disciplines pour améliorer la continuité des parcours scolaires ;  

 Créer des ressources pédagogiques qui puissent être réinvesties dans les écosystèmes 

particuliers dans lesquels évoluent les enseignants.  

Le projet se construit de la sorte autour de deux objectifs ambitieux, autour de la 
mutualisation des expertises. Il s’agit en effet, d’une part, de penser des modèles de 

ressources pour la coopération des acteurs de l’éducation qui souffrent d’un sentiment 

d’isolement et de distance dans des contextes où les représentations des élèves sur le français 

sont souvent éloignées des pratiques en usage dans les sociétés francophones. Il s’agit aussi, 
dans une perspective plurilingue et interculturelle, de penser des modèles de travail 

collaboratif des enseignants permettant l’appui sur l’ensemble des savoirs des élèves tout en 

prenant en compte l’écologie éducative dans lesquels ils s’inscrivent.  

La formation, compte-tenu de la dispersion géographique des enseignants concernés, est 
conçue de manière hybride et cyclique. Les enseignants et les chercheurs se réunissent 

régulièrement en ligne et deux fois par an, se rencontrent pour une session intensive. La 

formule alterne aussi des modules de contenu, servant à soutenir le développement des 

savoirs et des réflexions, ainsi que celui d’une culture partagée autour du plurilinguisme, et 
des modules-ateliers qui visent l'action-intervention. Ces ateliers, construits sur l’expertise 

des enseignants, visent le développement de capsules d’(auto)formation prenant la forme de 

ressources sous la forme de plans d’unités, de séquences enregistrées de classe et d’entretiens 

d’enseignants, accompagnées de fiches d’accompagnement pour le développement d’une 
posture d'acteur informé et réflexif.  

 

2. Créer des ponts d’enseignement et des ressources qui collent aux situations 

Bien que de nombreuses ressources existent au Japon pour enseigner le/en français et que 
certaines soulignent ce faisant, aussi, l’importance d’une ouverture au plurilinguisme et au 

pluriculturalisme (voir par exemple, Ohki, Nishiyama & Graziani, 2020), il revient souvent 

aux enseignants eux-mêmes de concevoir les ressources qu’il leur faut dans la situation 

particulière dans laquelle ils enseignent. Il s’agit ainsi de penser des ressources à la fois 
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mutualisées (partagées entre différents contextes) et écologiques (adaptées/adaptables à un 

contexte local particulier).  
La démarche vise aussi la décompartimentalisation des apprentissages et une 

redistribution des rôles des enseignants de français, d’anglais, d’autres langues, de 

disciplines. Tout autant que l’approche plurilingue encourage de penser les ressources et les 

compétences de l’apprenant de manière globale, une formation professionnelle au/par le 
plurilinguisme soutient ainsi une coopération des enseignants de langues, mais aussi des 

enseignants de langues et de différentes disciplines (Gajo, Freytag, Steffen & Vuksanović, 

2018), pour une meilleure coordination et mise en cohérence des apprentissages, susceptible 

de mieux favoriser la transférabilité de certaines compétences de haut niveau1. 
Dans ce modèle collaboratif, la dimension collective constitue un appui central pour la 

formation. Il s’agit en effet, pour les acteurs du terrain, de (a) réfléchir à leurs pratiques par 

leur mise en miroir avec les pratiques des pairs (réflexivité), pour (b) produire ensemble 

(collaboration) des ressources correspondant à leurs besoins, dans une perspective de rendre 
ces ressources utiles pour d’autres enseignants (formation en cascade). Inscrite dans une 

démarche de recherche-action, il s’agit de la sorte d’une formation professionnelle pour soi 

visant la formation professionnelle d’autrui (recherche-action-formation). 

 
3. Vers des scénarisations « écologiques » des apprentissages 

Pour les enseignants, il s’agit de créer des capsules vidéo ayant des vues très pratiques : 

montrer et discuter des situations et des gestes professionnels qui aideront d’autres 

enseignants intéressés à s’engager dans ce type de démarche. Pour que les outils soient utiles, 
il ne s’agit ainsi pas de s'arrêter à la vidéo ou à la photographie. Une composante des capsules 

vidéo inclut une description d’analyse réflexive pour rendre visible ce qui ne l’est pas 

nécessairement. Les données enregistrées sont plurielles : séances de classe filmées, mettant 

en scène des collaborations entre enseignants ou entre enseignants et parents d’élèves, 
entretiens avec les enseignants et leurs élèves, exemples de ressources pédagogiques et 

fiches de planification des séances de didactique intégrée ayant un potentiel d’adaptabilité 

dans différents contextes éducatifs, comme par exemple l’utilisation de livres plurilingues 

en classe (Beaumont & Moore, 2020a ; Moore & Sabatier, 2014), ou bien encore la 
collaboration entre enseignants de français et de mathématiques en anglais (Beaumont & 

Moore, 2020b). 

Nous qualifions ces scénarios pédagogiques d’écologiques dans la mesure où ils 

s’appuient d’une part, sur les pratiques effectives des enseignants dans leur contexte 
particulier mais aussi parce que, d’autre part, ils mettent en scène des façons de faire qui 

peuvent s’appuyer sur les environnements sociaux dans lesquels ils s’inscrivent (comme par 

exemple le choix d’une lecture en espagnol avec un parent d’élève dans un contexte 

d’enseignement du français en milieu anglophone où l’espagnol est très présent dans les 

 
1  Perrenoud (1995) définit les compétences comme des savoirs et des savoir-faire étendus et explicites, ouvrant des 
possibilités d’abstraction, de généralisation, d’invention et de transfert et, de la sorte, restant pertinents pour une large classe 
de problèmes. Les savoir-faire de faible niveau (ou habiletés, skills en anglais) mobilisent des savoirs plus limités, plutôt de 
type procédural. 



Rencontres Pédagogiques du Kansaï 2020                                       

9 
 

familles). D’autres exemples pourraient inclure une étude du paysage linguistique des élèves 

dans leur environnement et donner lieu à un travail linguistique (sur le français, l’anglais, 
les langues des élèves, d’autres langues) tout en encourageant une réflexion sur la présence 

sociologique des langues dans un contexte particulier, comme au Japon (voir par exemple 

Moore & Haseyama, 2019).  

 

 

Exemple : Approche bilingue de la division en co-enseignement, capsule vidéo enregistré dans la classe de 

Bertha, école de Santa Rosa, États-Unis, tiré de Beaumont & Moore (2020, p. 96) 

 
Conclusion 

Les besoins de formation au plurilinguisme (Andrade & Schröder-Sura, 2020), la 
nécessité de collaborer avec les autres enseignants de langue et/ou de discipline, le besoin 

de surmonter l’isolement et celui de continuer à se former tout au long de la vie à/par la 

recherche constituent des nœuds de la professionnalisation des enseignants. Nous avons ici 

présenté un exemple montrant comment des parcours de recherche-action-formation multi-
sites impliquant le réseautage de groupes d’enseignants peuvent se mettre en place pour 

favoriser la mutualisation des savoirs au sein de dispositifs de formation au plurilinguisme 

et à l’interculturel dans un contexte où le français est peu présent dans la vie sociale des 

apprenants et de leurs enseignants (Beaumont & Moore, 2020a et b). 
Nous avons défendu l’idée que le travail collaboratif construit sur la recherche-action-

formation des enseignants dans leur classe, qui induit des formes d’auto-ethnographie des 

pratiques, constitue une forme particulière de l’expérience pour ces derniers (Portelance, 

Martineau & Mukamurera, 2014). En favorisant la mutualisation des expériences intra et 
inter-sites (au sein des établissements et entre les institutions), ce travail permet à la fois le 

développement de ressources contextualisées tout en engageant les enseignants dans des 

formes de conversations réflexives, constitutives du développement professionnel de ces 

derniers, tout au long de la vie.  
 

Remerciements : Je tiens à remercier tout particulièrement Sophie Beaumont (Inspectrice de l’Éducation 

Nationale française) ainsi que tous les participants du Laboratoire sur l’enseignement en contexte plurilingue 

AEFE-FISNA (2018-2020) pour leur investissement dans la production des capsules de formation et pour la 
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Thème 1 

 

帰納的言語習得とフランス語を「聞く」「話す」 
 

 

渡邉 佳奈 

WATANABE Kana 
福岡大学 

fbkana(at)yahoo.co.jp 
 

 

 

1. はじめに 

本稿の主な目的は、帰納的言語習得において、フランス語を「聞く」「話す」という言語活動

がどのようなステイタスをもつかを考察することである。帰納的言語習得は、能動的な体験を

通しての学習である。「聞く」「話す」という言語活動は、帰納的言語習得と関係が深い。 

帰納的言語習得は現在、外国語教育において求められる傾向にある。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、大学で

は教養としてのフランス語教育に従事している。筆者がフランス語の授業を担当する高校の運

営方針には、体験的で探求的な学習、3 年間の系統を重視した学習、コミュニケーション能力

やプレゼンテーションの能力の育成などが挙げられている。2018 年告示高等学校指導要領の外

国語活動と外国語科では、コミュニケーション能力の育成を言語活動を通して行うことが目標

とされた。2017 年に告示された小学校および中学校学習指導要領では「実際に英語を使用して

互いの気持ちを伝え合うなどの言語活動」と「言語材料について理解したり、練習したりする

ための指導」とが分けられた。後者は必要に応じて行うことと記されている。 

帰納的言語習得には、連携性や継続性も求められる。教育現場では近年、連携や継続性が望

まれている。小学校から高校までの連携、高校と大学の連携、各教育機関内での学習内容や方

法の継続性が重要視されつつある。帰納的言語習得をいかに連携、継続するかが問題である。 

 

2. 言語習得法と言語活動 

2.1 帰納的言語習得と演繹的言語習得 

帰納的言語習得では、言語事実から自分で法則を導き出す。帰納は、個々の具体的な事実か

ら一般法則を導く推論である。帰納には、事実の集合体であるデータが必要不可欠である。 

帰納的言語習得は、言語学の研究プロセスに類似する。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。言語研究は、パロールをデータとした帰納的学問である。 

一方、演繹的言語習得では、法則を事実にあてがい妥当性を確認する。演繹は、前提となる

定義や仮定から論理展開を行う推論である。演繹的学問としては、とくに数学がある。 

複言語主義には、演繹的言語習得よりも帰納的言語習得の方が適している。対象となる言語

が複数になれば、それらの言語の間の関係が個々の具体的データとならざるをえない。 

2.2 「聞く」 

「聞く」ことは、聴覚を通してえた音声をラングとして意味に結びつけることである。音を
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聴く能力と聴いた音に意味を与える能力は、別物である。聴いた音が意味をなすには、思考が

必要である。その思考には経験や知識だけでなく、個々の状況や文脈を考慮する能力も必要で

ある。「聞く」ことは、いわば帰納と演繹の両面を備えた活動であると言ってよい。 

パロールとしての音声を聴くことにも、経験や知識が必要である。フランス語は、36 の音素 

（16 の母音と 20 の子音）をもつ。一方、日本語は 22 の音素（5 の母音と 17 の子音）からな

る。言語は、限られた音素から無数の語彙を産出できる経済性に優れた道具である。しかし日

本人がフランス語を学習するときには、14 の聴き慣れない音素の聴き取りを学習しなければな

らない。この学習は、言語学においては、聴覚音声学の対象となる。 

2.3 「話す」  

「話す」という言語活動では、「聞く」能力に加えて、文法・語彙など様々な知識を能動的に

活用することが求められる。「話す」には、相手が意図することを正しく「聞く」ことが必要で

ある。規範的な文法・語彙だけでなく、口語文法や、場合によっては流行語や新語、引用など

の知識が必要な場合もある。「話す」ためには、ラングの知識が必要不可欠である。 

パロールとしての発音にも、経験や知識が必要である。フランス語の調音では、調音器官の

1 つである舌が、日本語の場合よりも活発かつ多様に動作する。たとえば riz [ʁi] の [ʁ] は、舌

先が下の歯の裏にあり、舌の奥が軟口蓋にもちあがって産出される口蓋垂摩擦音である。 lit 

[li] の [l] は、舌先は上歯の裏にあてられ、息が舌の両側から分かれて外にでる歯茎側面接近

音である。日本人がフランス語を学習するときには、このような（日本語にはない）調音の相

違を学習しなければならない。この学習は、言語学においては、調音音声学の対象となる。 

2.4 「読む」と「書く」 

「読む」という言語活動は、基本的に、「聞く」ことを前提とする。文字は、音声としての言

語を再記号化して、転写したものだからである。再記号化が関与する点において、「読む」こと

は「聞く」ことと比べて、より抽象的な言語活動だと言ってよい。ただし「読む」ことには、

「聞く」ことにはない文法・語彙が必要とされる場合もある。レトリックのような、文化的知

識が求められることもある。 

「書く」という言語活動は、基本的に、「話す」ことを前提にしている。文字は、音声として

の言語を再記号化して、転写するものだからである。再記号化が関与する点において、「書く」

ことは「話す」ことと比べて、より抽象的な言語活動だと言うことができる。ただし「書く」

ことには、正書法のような「話す」ことにはない文法・語彙が必要とされる場合もある。 

 

3. コミュニケーション周辺の用語概念 

3.1 自己と他者 

「自己」とは自分によって把握される自分自身であり、「他者」とは自分の理解が及ばない存

在である。「自己」は「自分」と類義語であるが、同義語ではない。同様に、「他者」と「他人」

も類義語ではあるが、同義語ではない。「自己」は自分によって自分を把握しなければ成立しな

いが、「自分」は自分によって自分自身のことを把握する必要はない。「他人」とは自分以外の

人のことであり、「他者」には理解することが不可能という前提が内蔵されている。 

「自己」は後験的（a posteriori）に形成される。人間は誕生したときには、「自己」を持ちあ

わせてはいない。初めは、母親や父親、兄弟姉妹などを通じて、自分とは異なる存在を知る。

学校に行くようになれば、友人との比較により、自分の性格や自分の得意なことや不得意なこ

とを考え始める。「自己」を形成していくためには、「他者」が必要不可欠である。 
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3.2 間主観性と間身体性 

間主観性とは「他者も自分と共通認識をもち、同じ世界にいて同じものを見ているはず」と

いう私の確信であり、間身体性とは複数の人間が相互に身体感覚を通じて理解し合うことであ

る。間主観性の裏付けをとるためには、他者とコミュニケーションをとりながら確かめていく

しかない。間身体性をとりいれたコミュニケーションには、感情に直接的に語りかけ、強い印

象を与える効果が期待できる。  

間主観性と間身体性は、等しく重要である。間主観性は共同主観性とも呼ばれているように

共同的な形で成立する主観である。すなわち、共同体の数だけ間主観性が存在する可能性もあ

る。その共同主観性を客観的にみる努力は行わなければならない。感情に直接的に語りかける

間身体性にも、配慮が必要である。身体は自分が思い通りに動かすことができる近い存在であ

ると同時に、自分の意に反して思い通りには動かない遠い存在にもなり得るからである。 

3.3 テクストとコンテクスト 

テクストは意味を読み取ることのできる記号の総体であり、コンテクストは前後の脈絡や背

景などである。テクストには、ファッションや広告などもある。しかし、一般的には言語によ

って書かれたものや話されたものについていう場合が多い。コンテクストには、言語内コンテ

クストと言語外コンテクストがある。言語内コンテクストは、文法、音韻、形態といった言語

現象的存在であり、言語外コンテクストは場面や時間などの言語外現実からなる背景である。 

同じテクストでもコンテクストが違えば意味が異なる。たとえば il が 3 人称単数の人称代

名詞として使われる言語内コンテクストもあれば、非人称代名詞として用いられる言語内コン

テクストもある。また、好きな人物に対して言った「嫌い！」と嫌いな人物に対して言った「嫌

い！」が同一の意味をもつわけではないのは、言語外コンテクストが異なるからである。 

3.4 親密言語と公共言語 

親密言語は親密圏において用いられる言語であり、公共言語は公共圏において用いられる言

語である。親密圏は、家族や友人たちなどとの間に構築されるような親密な人間関係や空間領

域である。公共圏は、新聞やラジオ、公園や学校など不特定多数の人に開かれた領域である。 

現在、親密言語の比重が公共言語に対して大きくなっている。インターネットの普及は、そ

の大きな要因の１つである。インターネットを使用すれば、簡単に同じ興味や嗜好をもつ人と

繋がることができる。また親密言語では、なじみのある言語が使われる可能性が高いため、意

思疎通などの処理能力が早いという利点がある。しかし、誰が見ても聞いてもわかる正しさ 

（規範と言ってもよい）を追求する公共言語の利点も忘れてはならない。 

3.5 ジェスチャーと表象 

ジェスチャーは身振りや手振りによる動作によって他者に情報を伝達することであり、表象

は表現することや表現されたもの、あるいは、知覚に基づいて意識される対象のイメージのこ

とである。ジェスチャーは、多くの場合において記号体系がない。したがって、情報の伝達に

おいて様態や効率に個人差が生じることが多い。知覚に基づいて意識される対象のイメージと

しては、知覚表象、記憶表象、想像表象がある。 

表象には、文化的背景や社会的背景が影響し、さらには感覚的、具体的な側面もある。たと

えば、エッフェル塔が表象するものは、日本人にとってとフランス人にとってでは異なる。同

じフランス人であっても、アーティストと政治家ではエッフェル塔の表象が同じものとは断言

できない。ジェスチャーもまた、文化的背景が異なると理解が難しい場合がある。丸めた手を

鼻先にあて軽く回転させるジェスチャーは、フランスでは「酔っ払い」を意味する。このジェ

スチャーから筆者は鼻が伸びたピノキオを連想し「傲慢だ」と言われているのかと思った。 
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3.6 象徴とコードとアナロジー 

象徴は、元来は関連のないもの同士の類似性を基に関連付ける行為である。象徴では「鳩と

平和」「赤と情熱」「ダイヤモンドと美しさ」などのように、具体物と抽象概念が結びつく。 

コードは、情報を表わす記号や符号の体系、または意味を解読するための規則のことである。

コードの存在によって、それを知らなければ解読することが難しい記号体系が成立する。たと

えば、ラングとしての文法や語彙は、パロールを産出し理解するためのコードである。 

アナロジーは、類似性を基に別の事象を推測することである。つまり、アナロジーは類推で

ある。たとえば、茶わん蒸しの作り方は知っているがプリンの作り方は分からない場合でも、

具材の代わりに砂糖を入れ、出汁を牛乳に置き換えればできるはずと類推することはできる。 

 

4. 「聞く・話す」とコミュニケーション周辺の用語 

4.1 「聞く・話す」と「自己と他者」 

「読む・書く」という言語活動においては「自己と他者」が同じ空間、または同じ時間を共

有する必然性はない。「読む」においては、確かに、視覚的に捉えた記号表現と記号内容を介し

て執筆者という他者の存在を感じとることもある。しかし、これは「読む」側が主観的に感じ

ることにすぎない。現代の文学作品では、執筆者（「書く」主体）の存在を感じる必要性は必ず

しもない。むしろ、読む側が多様な捉え方をすることを前提とする傾向にさえある。 

これに対して「聞く・話す」という言語活動は、「読む・書く」と比べて、「自己と他者」と

の関係がより直接的である。「聞く・話す」は、多くの場合、「自己と他者」が同じ空間、ある

いは同じ時間を共有する状態で成立する言語活動である。 

4.2 「聞く・話す」と「間主観性と間身体性」と「ジェスチャー」 

「聞く・話す」という言語活動は、「読む・書く」よりも、間主観的アプローチや間身体的ア

プローチに適している。間主観的アプローチや間身体的アプローチには、他者の存在が必要不

可欠である。また「聞く・話す」は、通常、空間あるいは時間を共有する共時的活動である。

他方「読む・書く」は共時的性質を呈しながらも、通時的な言語活動である。「読む・書く」は、

文字という時間的な隔たりの存在を前提とした記号を用いるからである。 

ジェスチャーは、「読む・書く」よりも「聞く・話す」に近い活動である。ジェスチャーは、

間身体性を備えた記号活動だからである。ジェスチャーには、身体の動きを通して他者とのコ

ミュニケーションを円滑に進め、他者の感覚に訴える機能がある。身体の動きを感じるために

は、「自己」と「他者」が空間および時間を共有することが有利にはたらく。 

4.3 「聞く・話す」と「親密言語と公共言語」 

「聞く・話す」であっても「読む・書く」であっても、言語活動は親密圏、公共圏の両方で

成立しうる。つまり「聞く・話す」と「読む・書く」にそれぞれ、親密言語と公共言語がある。 

ただし「読む・書く」においては、親密言語か公共言語かのコードスイッチングが成立しに

くい。あるいは、不必要である。「読む・書く」では、自己と他者の間にある人間的、空間的な

関係性が、ある程度固定されて変化しない（あるいは当初から考慮されない）からである。 

他方「聞く・話す」においては、親密言語と公共言語の間のコードスイッチングが成立しや

すい。その必要性も高い。「聞く・話す」では、自己と他者の間にある空間的な関係性が状況や

意志や感情に応じて変化しやすいからである。空間的に近い関係にあれば、それだけ親密言語

が使いやすい。反対に空間的に遠い関係にあれば、それだけ公共言語が使いやすい。 

4.4 「聞く・話す」と「象徴とコードとアナロジー」と「表象」 

「聞く・話す」は、他者の感性に直接的に訴えかけるという目的に、より適した言語活動で
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ある。他者の感性に影響を与える方策としては、象徴、表象、コード、アナロジーなどがある。

「聞く・話す」場面では、他者が眼前にいる。これは、具体的な現象である。具体的現象つま

り形而下の現象は感覚にもとづいているため、相互の理解がしやすいと言える。 

ただし、表現の難度という観点を導入すれば「書く」や「読む」が、他者の感性に訴えかけ

るという目的により適している場合もある。つまり難解なコード、難解なアナロジー、難解な

象徴や表象については、文字という記号を使って表現する方が理解しやすいと思われる。解読

に時間をかけることができるからである。時間をかけることによって生じる影響もある。 

 

5. まとめ  

帰納的言語習得において、「聞く」「話す」は共時性があり、空間的関係の調整が可能である

というステイタスをもつ点で、経済性の高い言語活動である。「経済性が高い」というのは、時

間的経済性が高いことと、設備投資が必要なくシンプルだということを意味する。 

自己と他者が「聞く」「話す」行為は、「読む」「書く」行為よりも直接的である。直接的な事

象は、多くの場合、間接的な事象よりも理解がしやすい。また、直接的な現象は具体的な現象

であることが多い。自己と他者の直接的なコミュニケーションにおいては、同じ時間、同じ空

間を両者が共有しているからである。 

直接的な関係が成立しやすい「聞く」「話す」によって、人間的な成長が促されることもあ

る。高校で担当する筆者の授業では、一年間の学習成果の発表としてフランス語で劇を演ずる

ことが多い。生徒たちは、テーマから配役の決定、小道具の作成、脚本作りなどを行う。限ら

れた時間ではあるものの、この作業を行うことによって、生徒たちの成長が、特にコミュニケ

ーション能力の向上が見られることが少なくない。他者の意見を聞き、自分の意見を述べ、自

己を形成している。ジェスチャーを交えながら、相互理解を計っている姿も見られる。 

自己は他者を通して形成される。世の中や人と関わることで成長がなされる。複数の他者が

共存する教室は世間の縮図でもある。そして小さな世間としての教室の特質を活かすには、一

人でも行える「読む」「書く」よりも、「聞く」「話す」ことの方により比重がおかれてよい。そ

のことが効率的な帰納的言語習得へと繋がる。 
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1. Introduction 

La recherche sur l'apprentissage des langues médiatisé par les technologies (ALMT) situe 
l'apparition du terme « formation hybride » dans le courant des années 1990. Toutefois, dans 

son acception actuelle la plus élémentaire, à savoir une formation où activités en présentiel 

et à distance sont interreliées au moyen des technologies de l'information et de la 

communication, cette dénomination ne s'est véritablement imposée qu'au milieu des années 
2000 (Nissen, 2017). 

Le recours à ce type de formation tendant à se démocratiser avec, entre autres, de 

nombreux projets de télécollaboration inter-universitaires, il convient de réfléchir aux 

nécessaires ajustements qui s'imposent à l'enseignant tant en termes formatifs que 
pédagogiques. Nous analyserons pour cela la diversité des nouveaux rôles qu'il est amené à 

assumer, ainsi que les compétences qu'il aura à développer ou approfondir. Mais revenons 

au préalable un peu plus précisément sur la notion de formation hybride en langues (FHL). 

2. Définition et potentiels de la FHL 
Elke Nissen, une des spécialistes francophones du domaine, définit la FHL comme suit :  

« La formation hybride en langues (FHL) articule au sein de son ou de ses scénario(s) 

pédagogique(s) deux modes, le distanciel et le présentiel. Elle correspond à une forme de 

formation spécifique, dont chacun des modes est également spécifique par rapport à une 
formation qui se déroulerait entièrement, respectivement, à distance ou en présentiel. La 

FHL fait appel à un accompagnement, et elle intègre l'interaction, dans un mode comme dans 

l'autre, à travers la présence d'un (ou de plusieurs) scénario(s) de communication. Elle se 

base, au moins partiellement, sur une pédagogie active. » (Nissen, 2019 : 35) 
La spécificité essentielle de la FHL, c'est donc l'articulation entre les activités en classe 

et celles à distance. L'hybridation modifie ces deux modes, qui se nourrissent mutuellement, 

pour former un tout cohérent. Le simple fait d'ajouter quelques activités en ligne optionnelles 

à un cours en présentiel ne peut par conséquent pas être considéré comme de la FHL. Le 
scénario pédagogique d'une FHL comprend des tâches et un scénario de communication, 

pour lesquels une chronologie des échanges est prévue (Mangenot, 2017 : 64). Dans sa 
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définition, Nissen souligne aussi l'importance du tutorat, non seulement en classe 

évidemment, mais aussi et surtout à distance.  
Au niveau pédagogique, un dispositif de FHL permet aux apprenants d'être plus actifs 

dans leur apprentissage grâce à l'augmentation de leurs contacts avec la langue-culture cible 

et son utilisation plus régulière, ce qui, idéalement, doit favoriser une amélioration de la 

qualité de leurs capacités langagières et interculturelles. En outre, à distance, d'autres formes 
de communication collective que celles qui ont lieu habituellement en classe sont possibles 

(Mangenot, 2011 : 12), comme la communication écrite asynchrone par le biais des forums 

de discussion. Les apprenants peuvent donc varier leurs pratiques discursives. 

L'hybridation nous conduit à transformer notre manière d'enseigner mais aussi de 
communiquer. Hybrider un cours de français nécessite donc de repenser nos rôles au sein du 

processus d'enseignement/apprentissage. Le professeur devient ainsi enseignant-tuteur, et 

même enseignant-concepteur-tuteur s'il crée lui-même la FHL.  

3. Les nouveaux rôles de l'enseignant 
Selon la configuration de la FHL, les divers rôles peuvent être assurés par différents 

acteurs. Une première équipe peut par exemple être chargée de la conception, une deuxième 

de la partie enseignement et évaluation, et une dernière de la partie tutorat en ligne. Outre 

une forte volonté de la part de l'institution éducative, cette organisation implique 
nécessairement des moyens humains et financiers conséquents. Pour la suite de l'article, nous 

nous situerons dans une perspective d'enseignement universitaire au Japon. Nous 

supposerons que notre lecteur jouit d'une certaine liberté quant à l'organisation de ses cours, 

mais qu'il fait aussi face à un isolement certain au sein de son institution. Par conséquent, il 
assurera seul la conception de la FHL, sa réalisation, son application, ainsi que 

l'accompagnement tutoral. Le mode « pilier » (Nissen, 2019 : 121), c'est-à-dire le mode 

dominant sur lequel le scénario pédagogique est centré, sera le présentiel. 

3.1. Le rôle de concepteur 
Si on applique le modèle d'ingénierie pédagogique ADDIE (Analyse, Design, 

Développement, Implantation, Évaluation) à la conception d'une FHL dans une université 

japonaise, il faut dans un premier temps analyser le contexte, le public, les objectifs généraux 

et les contraintes de la formation. Nous serons donc naturellement amenés à nous poser, entre 
autres, les questions suivantes : Quelle est la spécialité de nos étudiants ? Combien sont-ils ? 

Quels sont les objectifs de leur formation ? Combien de temps va-t-elle durer ? De quelle 

manière seront-ils évalués ? Combien de temps pourront-ils raisonnablement consacrer à la 

dimension distancielle ? Par exemple, la réponse à cette question différera certainement 
selon qu'il s'agira d'étudiants en génie civil pour qui le cours de français est souvent vécu 

comme une option imposée, ou d'étudiants spécialistes de français, naturellement plus 

enclins à s'investir dans cette discipline.  

Ensuite, il faudra opérer une réflexion sur les types de tâches qu'on va proposer, leur 
articulation, et leur évaluation. On n'oubliera pas non plus de s'interroger sur la valeur ajoutée 

de chaque mode et de chaque outil sélectionnés. Par exemple, un forum, de par ses 

dimensions écrite et asynchrone, sera dans de nombreux cas peu adapté à une exploitation 

en classe ou à des échanges qui demandent une certaine spontanéité. En revanche, il offre 
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une grande souplesse d'utilisation pour le mode distanciel car les contraintes temporelles et 

spatiales disparaissent. 
Durant les phases de design et de développement, on va concevoir précisément les sous-

tâches en accord avec les objectifs plus spécifiques de la FHL, sélectionner des ressources, 

organiser les contenus, façonner le scénario de communication, apporter un soin particulier 

aux consignes des tâches à distance, fixer des échéances et personnaliser les outils. 
Finalement interviendra la phase de mise en œuvre du dispositif, avec une évaluation, des 

retours et des ajustements tout au long de la formation. 

3.2. Le rôle de tuteur 

3.2.a. Les 2 types de tutorat 
On distingue deux formes de tutorat en ligne : réactif et proactif. Dans le cas d'un tutorat 

réactif, l'enseignant n'intervient qu'après avoir été sollicité par l'apprenant. Cette discrétion 

peut dérouter ce dernier, dont l'autonomie ne doit pas être surestimée selon Mangenot (2017 : 

26). Les ressources mises à disposition et le potentiel des outils risquent de ne pas être 
convenablement exploités, ce qui pourrait rompre la dynamique de la formation. 

Au contraire, un tuteur proactif manifeste constamment sa présence en ligne : il prend des 

initiatives d'animation, motive les apprenants, anticipe leurs demandes et difficultés, etc. 

Cette forme de tutorat nous apparaît plus adaptée aux besoins d'un public universitaire 
japonais, dont l'autonomie est souvent encore en construction. Gardons néanmoins à l'esprit 

que plusieurs recherches sur les différents scénarios d'encadrement (Webb, 1991 ; Cohen, 

1995 ; Gillies & Ashman, 2003 ; Quintin, 2007, cités par Decamps, Depover & Lièvre, 

2011 : 145) sont arrivées à la conclusion que c'est la nature des interactions qui influence la 
performance des apprenants, et non leur nombre.  

3.2.b. Les fonctions du tuteur 

Nombre d'auteurs (Henri & Kaye, 1985 ; Denis, 2003 ; Bourdet, 2006 ; Quintin, 2007) 

ont proposé des typologies sur les rôles du tuteur, reprises puis synthétisées par d'autres 
(Decamps et al., 2011 : 125-126 ; Mangenot, 2017 : 91). Selon Mangenot, les fonctions 

d'ordres organisationnel, pédagogique et socio-affectif font désormais l'objet d'un consensus 

chez les chercheurs.  

Au niveau organisationnel, le tuteur va répartir le travail, rappeler les échéances, orienter 
vers des ressources, etc. Sur le plan pédagogique, il va faciliter l'apprentissage, faire naître 

des discussions, animer des débats, opérer des feedbacks, fournir des rétroactions correctives, 

proposer des stratégies, évaluer les productions, etc. Ensuite, au niveau socio-affectif, il 

encouragera les étudiants et veillera au bon climat relationnel. L'enseignant aura non 
seulement un rôle de tuteur mais aussi de pair avec les apprenants.  

Complétons cette liste avec les fonctions relatives aux aspects techniques : aider à la prise 

en main des outils, gérer les soucis techniques, s'occuper de la maintenance, etc. Tous ces 

rôles appellent inévitablement des compétences élargies, que nous allons examiner dans la 
dernière partie. 

4. Les compétences requises 

La pyramide des compétences, « Skills Pyramid », de Hampel & Stickler, qui date de 

2005, nous servira de référence pour la dimension distancielle de la FHL. Elle représente la 
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variété des compétences requises pour les enseignants souhaitant se lancer dans un projet 

d'ALMT. Elle a été enrichie en 2015 par l'ajout de l'item « Negotiating Online Teaching 
Spaces » (Hampel & Stickler, 2015 : 66, voir fig. 1), que nous expliquons ci-après. 

La base de la pyramide montre le socle de 

compétence techniques minimales indispensables à 

tout projet d'ALMT. En substance : savoir se servir 
d'un ordinateur et d'Internet, être capable de gérer les 

problèmes techniques des apprenants, etc. Ensuite, 

lorsque l'enseignant conçoit des activités pour un 

dispositif de FHL, il doit sélectionner ses outils et 
ressources en fonction de critères pédagogiques : 

selon qu'il souhaitera entraîner les apprenants à la 

production, à la compréhension, ou aux interactions 

(à l'oral ou à l'écrit, en synchrone ou en asynchrone), ses choix se révéleront efficaces 
seulement s'il possède, et des compétences techniques spécifiques liées aux outils, et une 

conscience de leurs affordances en matière d'apprentissage des langues (Hampel & Stickler, 

2015 : 68). L'enseignant doit de plus être capable d'adapter activités et outils aux besoins des 

apprenants pour qu'ils puissent en tirer profit de manière optimale. L'« apprenabilité » des 
outils, que Guichon (2012 : 185) définit comme « les ressources attentionnelles et 

temporelles nécessaires pour que les apprenants utilisent un outil de manière suffisamment 

adéquate pour pouvoir se consacrer à l'apprentissage de la L2 » se doit d'être prise en compte. 

Par exemple, pour ce qui est de l'ergonomie des outils en ligne (forums, wiki, blogs...), 
l'enseignant devra autant que faire se peut personnaliser et simplifier les possibilités de 

navigation pour que l'apprenant se sente à l'aise et ne soit pas submergé d'options qu'il n'aura 

jamais à utiliser. 

Au milieu de la pyramide, on trouve les compétences liées à la socialisation en ligne et 
au fait de faciliter l'acquisition de la compétence communicative chez les apprenants. En 

effet, comme l'indique Mangenot (2017 : 108), l'enseignant doit être capable de concevoir 

des activités adaptées au niveau, aux disponibilités et aux goûts des apprenants (la tâche est 

à l'évidence plus ardue avec une classe de 40 étudiants) pour leur permettre de communiquer 
le plus possible. Il lui faudra aussi garder à l'esprit que les interventions à distance 

(modération, feedback, rétroactions correctives...) possèdent des modalités différentes de 

celles du présentiel (Denis, 2003). Il devra donc maîtriser les subtilités de la communication 

en ligne. Par exemple, des émoticônes humoristiques savamment distillées permettent 
d'atténuer le potentiel démoralisant d'un feedback négatif écrit et ne devraient à notre sens 

pas être considérées comme puériles.  

Au sommet, qui ne peut être atteint que si les compétences situées aux niveaux inférieurs 

de la pyramide sont solidement acquises, on trouve le style propre au tuteur, le choix, et la 
créativité (tant celle de l'apprenant que de l'enseignant). Savoir préparer un terrain fertile au 

développement d'une identité des étudiants en langue-cible et de leur créativité leur 

permettra d'évoluer, pour passer du stade d'apprenant à celui de locuteur (Hampel & Stickler, 

2015 : 74). 
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À tous les étages de la pyramide, autrement dit peu importe le degré de compétence de 

l'enseignant, celui-ci devra négocier avec les apprenants les espaces d'enseignement en ligne 
(« Negotiating Online Teaching Spaces »). C'est-à-dire qu'il lui faudra expliciter les notions 

d'espace privé et d'espace public, d'espace de formation et d'espace de détente, etc. Pour 

Hampel & Stickler (2015 : 75), il est important de définir clairement un espace en ligne 

comme un espace d'apprentissage afin d'éviter les malentendus, la confusion dans les 
objectifs et les comportements inacceptables (plagiat, trolling, etc.). Ce point est d'autant 

plus important que les apprenants d'une FHL seront aussi évalués sur leur activité en ligne. 

5. Conclusion 

Comme nous venons de le voir, même si plusieurs qualités nécessaires à la mise en place 
et au bon déroulement d'une FHL sont déjà présentes chez l'enseignant expérimenté, divers 

savoir-faire ne sont pas directement transférables du présentiel au distanciel. Il nous apparaît 

donc nécessaire d'enrichir notre palette de compétences par la pratique et la discussion afin 

de maîtriser les différentes facettes de cette forme nouvelle d'enseignement.  
Pour finir, dès qu'on parle de l'intégration des TIC, se pose invariablement la question du 

temps à y consacrer, ce qui a souvent tendance à freiner les enthousiasmes naissants. 

D'expérience, mais aussi comme le remarque Nissen, les enseignants qui mettent en place 

une FHL se prennent souvent au jeu jusqu'à en oublier toute notion de temps. C'est alors que 
« la question de la plus-value apportée par l'hybridation peut [...] servir de garde-fou, car elle 

invite à garder en tête une certaine proportionnalité entre les apports attendus et le temps 

maximal à y dédier. » (Nissen, 2019 : 257) 

Références 
DECAMPS, S., Depover, C., & Lièvre, B. D. (2011). Moduler l’encadrement tutoral dans la 

scénarisation d’activités à distance. In E. Nissen, F. Poyer, & T. Soubrié (Éd.), Interagir et 

apprendre en ligne (p. 123-146). Grenoble : ELLUG, Université Stendhal. 

DENIS, B. (2003). Quels rôles et quelle formation pour les tuteurs intervenant dans des 
dispositifs de formation à distance ? Distances et savoirs, Vol. 1(1), (p. 19-46). 

GUICHON, N. (2012). Vers l’intégration des TIC dans l’enseignement des langues. Paris : 

Didier. 

HAMPEL, R., & Stickler, U. (Éd.). (2015). Developing online language teaching: Research-
based pedagogies and reflective practices. New York : Palgrave Macmillan. 

MANGENOT, F. (2011). Du e-learning aux interactions pédagogiques en ligne. In Nissen, 

E., Poyet, F., & Soubrié, T. (Éd.). (2011). Interagir et apprendre en ligne (p. 7-19). Grenoble : 

ELLUG, Université Stendhal. 
MANGENOT, F. (2017). Formation en ligne et MOOC : Apprendre et se former en langue 

avec le numérique. Hachette. 

NISSEN, E. (2017) « Conception d’une formation hybride : quelques grandes lignes », Alsic 

[mis en ligne le 23/4/2017]. URL : https://journals.openedition.org/alsic/3038 
NISSEN, E. (2019). Formation hybride en langues : Articuler présentiel et distanciel. Paris : 

Didier. 

 



Rencontres Pédagogiques du Kansaï 2020                                       

21 
 

Thème 2 

 

Approches des futurs périphrastique et simple dans les 

manuels généralistes et pour apprenants de langue 

première japonaise 
 

RENOUD Loïc  

Université d’Okayama  

 renoud(at)okayama-u.ac.jp  

 

 
1. Introduction 

Cet article s’intéresse aux présentations grammaticales des futurs périphrastique (FP) et 

simple (FS) dans les manuels généralistes, c’est-à-dire destinés à des apprenants quelle que 

soit leur langue première, et pour apprenants de langue première japonaise. Une difficulté 
d’apprentissage est que la séquence d’idées que le locuteur invite l’interlocuteur à réaliser 

est différente dans l’un et l’autre cas : la situation évoquée se rapporte au moment de 

l’énonciation (FP) ou en est détachée (FS). Mais ces notions abstraites ne peuvent pas 

satisfaire immédiatement des besoins de classe. Elles ne peuvent pas non plus être livrées 
telles quelles dans du matériel pédagogique. Pour rajouter à la difficulté, la distinction FP / 

FS n’est pas systématiquement reflétée dans l’opposition be going to / will. Le FP est surtout 

rendu par will (Celle, 1997). Après l’analyse d’exemples, on fera des propositions de 

conception de matériel et de démarche sur la base d’expérimentations déjà effectuées1. 
 

2. Matériel universaliste 

Les manuels universalistes sont tous basés sur les recommandations du CECRL.  

D’après les référentiels européens, les formes du FP et du FS s’apprennent au niveau A2. 
Par exemple, un inventaire pratique indique que le FP s’emploie pour « l’événement proche 

dans le temps / le futur plus ou moins lointain » mais le FS pour « la prévision » et « les 

projets d’avenir » (Chauvet et al., 2008 : 43 et sq.). Mais comme moyens distincts de 

localisation dans l’avenir, les formes ne sont listées côte à côte qu’au niveau B1 (Beacco & 
Porquier, 2007 ; Beacco et al., 2008 ; Beacco et al., 2011). Dans les faits, les manuels 

introduisent le FP au niveau A1 et le FS au niveau A2. La démarche des manuels récents est 

systématiquement basée sur la séquence 1) emploi incident, 2) explicitation, 3) production 

dans des tâches. On trouvera les définitions du FP et du FS en phase d’explicitation. À cet 
égard, comme Puren (2001) le remarquait il y a quelque 20 ans, l’explicitation se fait dans 

 
1 Ces expérimentations sont menées dans le cadre d’un projet subventionné pour la conception d’un 
matériel pédagogique innovant pour les temps verbaux en FLE (JSPS-KAKENHI n°JP18K12452). 
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les termes des auteurs du manuel : le travail d’observation est guidé vers des formulations 

présentées comme le résultat correct2. L’enjeu est donc de taille ! Mais voyons des exemples. 
Les extraits ci-dessous proviennent des volumes pour les niveaux A1 et A2 de la série Édito 

(2016). Le FP est présenté en parallèle avec le « passé proche », la construction venir de + 

INF : 

 
- Pour exprimer une action future, on peut utiliser le futur proche. 
verbe aller au présent + infinitif 
Exemple : Elle va faire les courses. 
Remarque : 
Avec le futur proche, on utilise souvent des indicateurs de temps : 
demain, (soir), ce soir, lundi matin, mardi soir… (Édito A1, p. 693) 

 
- Le futur simple permet de parler d’une action à venir : 
Il fera beau cet après-midi d’après la météo. 
Les robots humains fonctionneront bien dans 10 ans. (Édito A2, p. 584) 

 
Le travail implicite et de mise en situation dans la première phase est en général productif, 

même si on ne peut en juger sans analyse de la mise en œuvre. Mais dans les phases 

d’explicitation, les formulations mises côte à côte, « exprimer une action future » pour le FP 

ou « parler d’une action à venir » pour le FS, ne permettent pas de distinguer les deux temps. 
Le souci des auteurs n’est pas de contraster explicitement les deux formes, qui ont été 

rapprochées artificiellement ici, il est vrai. Mais dans tous les manuels monolingues, le 

métalangage ne peut pas être plus compliqué que la langue décrite. Les définitions 

demeurent vagues par la force des choses. Leur utilité est même franchement discutable. On 
peut conclure que l’apprentissage de l’effet communicatif des deux temps reposera sur la 

compréhension implicite à partir des exemples d’emploi au début, et ensuite sur les tâches 

de production.  

 
Ainsi, les apprenants A2 savent qu’il existe deux temps du futur et doivent acquérir un 

savoir-faire basé sur l’usage mais sans critères explicites. En raison de la place accordée à la 

langue première et du fait d’autres éléments de la culture éducative, la présentation des deux 

temps dans le matériel publié au Japon est, par certains aspects, dans la situation opposée.  
 

 
2 « La conceptualisation grammaticale de chaque point de grammaire se fait de manière dite “active” 
dans le sens où ce sont les élèves qui l’effectuent eux-mêmes ; mais dans cette conception classique de 
la “démarche inductive” en enseignement grammatical, l’enseignant garde en permanence comme 
référence et comme objectif la connaissance qu’il en a personnellement, et c’est pourquoi il se sent 
légitimé à exercer un contrôle étroit sur cette activité : sur la sélection des points abordés, sur le moment 
choisi pour le faire, sur le corpus et le métalangage utilisés, sur le processus de réflexion collective et 
enfin sur le résultat obtenu, à savoir l’énoncé des règles “standard” telles qu’elles apparaissent dans sa 
grammaire de référence ou dans le précis grammatical du manuel. » (Puren, 2001 : 138) 
3 Heu Élodie, Abou-Samra Myriam, Braud Céline, Brunelle Michèle, Perrad Marion & Pinson Cécile. 
(2016). Édito. Méthode de français. Niveau A1. Paris : Didier. La mise en page de cet extrait de manuel 
et des suivants a pu être modifiée légèrement. 
4 Alcaraz Marion, Braud Céline, Calvez Aurélien, Cornuau Guillaume, Jacob Anne, Pinson Cécile & 
Vidal Sandrine. (2016). Édito. Méthode de français. Niveau A2. Paris : Didier. 
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3. Matériel contextualisé 

Dans un contexte exolingue où le rôle métalinguistique de la langue première est 
prévalent, et c’est le cas du Japon, l’effet « think in L1 to speak in L2 » (Pavlenko, 2014) est 

particulièrement important. Dans l’analyse de deux exemples ci-dessous, on dégagera deux 

points : 1) comment les concepts proches de la langue première sont mobilisés par les auteurs 

pour réunir les conditions d’un transfert positif, 2) comment, quand il y a traduction, ce sont 
ces concepts qui sont comparés et pas ceux du français, ce qui est plus problématique. Les 

deux exemples sont extraits de deux manuels utilisés à l’université, Le français (cours de 

grammaire) et Flash (cours de communication).  

Dans Le français, comme souvent dans les manuels de grammaire, le FP est introduit en 
parallèle avec la construction venir de + INF (comme dans le cas d’Édito A1 d’ailleurs), 

deux constructions qui sont basées sur le présent. Deux nuances sont indiquées (notre 

traduction à droite) : 

 
aller + 不定詞 
① 近い未来「~するところである」 
② 「~しに行く」 
Nous allons partir. 
私たちはこれから出発するところです。 
(Le français, 2010 : 205) 

aller + infinitif 
 futur proche “aller faire ~” 
 “aller pour faire ~” 
Nous allons partir. 
Nous allons partir de ce pas. 

 

Ce manuel introduit le FS plus tard. Le FS 
① 未来の行為・事実・状態を表す。 
Je vous donnerai ma réponse demain. 
明日、ご返事します。 
② 2人称は軽い命令を表す。 
Vous me téléphonerez avant midi. 
正午までに電話して下さい。 
(Le français, 2010 : 36) 

 exprime une action, un fait ou une situation 
futurs. 
Je vous donnerai ma réponse demain. 
Je vous donnerai ma réponse demain. 
 avec la seconde personne, [le FS] exprime un 
ordre atténué : 
Vous me téléphonerez avant midi. 
Veuillez me téléphoner avant midi s’il vous plait. 
 

 
L’extrait suivant provient d’un manuel utilisé dans le cours de conversation. Plus orientés 

vers l’écoute et la production, les manuels de conversation comme ceux de grammaire 

évitent de mettre en regard les deux constructions sur une même situation, par exemple je 

vais attendre vs. j’attendrai. Le manuel suivant présente néanmoins les deux temps dans la 
même leçon en mettant en avant une complémentarité entre eux. Les auteurs préviennent 

aussi que le futur proche peut n’être pas si proche que cela si la probabilité est forte : 

 
近接未来 : aller + 不定詞 
近い未来の行為や出来事を表すのに用いる。

確率が高い場合は、かなり先のことにも使え

る。「~しようとしている」「~するつもりだ」 
Le train va arriver bientôt. 
L’année prochaine, je vais voyager en France. 

Futur proche : aller + infinitif 
« aller + infinitif» est utilisé pour exprimer une action ou 
un évènement dans le proche futur. Si la probabilité est 
élevée, il s’utilise aussi pour un futur même assez lointain. 
« sur le point de faire ~ », « avoir l’intention de faire ~ » 
Le train va arriver bientôt. 
L’année prochaine, je vais voyager en France. 

 
5 Saitô, Shozo. (2010). Le français. Nouvelle édition. Tokyo : Hakusuisha (2001). 
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直説法単純未来 
a) 未来の行為や出来事を表すのに用いる。確

率が低い場合でも、使える。「~するだろう」 
Un jour, je voyagerai peut-être en France. 
b) 未来における連続する二つの動作を述べ

る場合、「近接未来 + 単純未来」の形で使う

ことが多い。 
D’abord je vais me reposer, et après j’étudierai. 

Indicatif futur simple 
a) Le futur simple est utilisé pour exprimer une 
action ou un évènement dans le futur. Il s’utilise 
même quand la probabilité est faible. « Il se peut que 
je fasse ~ » 
Un jour, je voyagerai peut-être en France. 
b) Quand on parle de deux actions successives dans 
le futur, la séquence « futur proche + futur simple » 
se rencontre souvent. 
D’abord je vais me reposer, et après j’étudierai. 

  
条件・仮定の表現 
si +（直説法）現在、（直説法）単純未来 
未来についての仮定に基づく行為を表す「も

し~ならば、…するだろう」 
Si j’ai le temps, je ferai le ménage.  
(Flash, 2015 : 826) 

Expression d’une condition, d’une hypothèse 
si + (indicatif) présent, (indicatif) futur simple 
[Ici, le FS] exprime une action basée sur une 
situation future hypothétique « si [quelque chose] 
advient, je ferai… » 
Si j’ai le temps, je ferai le ménage. 

 

Contrairement au matériel endolingue, il n’y a aucune autre limite à la complexité des 

descriptions grammaticales en langue source que leur accessibilité pour les apprenants. Ces 

descriptions seront souvent paraphrasées en classe par le professeur. Dans tous les cas, la 
langue première fournit le contexte communicatif. Les auteurs des deux manuels approchent 

les caractéristiques des formes cibles – ancrage dans le présent pour le FP, détachement pour 

le FS – par différents moyens grammaticaux du japonais. Voyons ce premier point.  

Les formes pour le FP, d’abord, vont souligner l’ancrage au présent par des marqueurs de 
la morphologie verbale d’aspect, mode et temps. Dans suru tokoro de aru (Le français), 

tokoro marque l’aspect : tokoro (de sens concret, « lieu ») est déterminé par la forme du non-

passé suru, et validé par la copule da (de aru). Le tour shi ni iku – aller à faire – est un quasi 

décalque, à la préposition de but près, du FP. Dans suru tsumori da et shiyô to shite iru 
(Flash), les éléments modaux tsumori et yô marquent l’intention. Dans cette dernière 

construction, te iru rapporte aspectuellement au moment d’énonciation. Les concepts 

grammaticaux les plus proches sont importés pour faire penser les formes cibles dans sa 

langue. Cela concerne également des éléments hors morphologie verbale : korekara, 
littéralement à partir de ceci, est un ajout dans la traduction de Nous allons partir qui vise à 

attribuer au FP la valeur d’ancrage dans le présent (Le français).  

De même pour le FS, ashita porte une valeur de la forme verbale cible, le détachement 

d’avec le présent (Le français). Le japonais n’a pas, en effet, de morphologie verbale dédiée 
au futur comme le français (ou le latin). Comme pour le FP, le FS est approché par des 

formes correspondantes de la morphologie verbale source : forme du non-passé, et, pour un 

emploi particulier du FS, de l’impératif poli te kudasai (Le français), forme modale pour le 

possible, qui contextuellement vaut futur en japonais, darô, doit aider à faire penser comme 
le FS (Flash). 

 
6 Antier Emmanuel, Mikami Junko & Sagaz Michel. (2015). Flash. Méthode de français. Tokyo : 
Surugadai Shuppansha. 
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L’effet « penser dans sa langue » est inévitable, certes, mais a des limites. En effet – c’est 

le second point –, il induit nécessairement que la différence communicative entre le FP et le 
FS soient appréhendée à partir d’oppositions dans la langue source, par exemple entre les 

marqueurs modaux pour l’intention (yô, tsumori) et la probabilité (darô). Les actions de 

pensée du FP et du FS ne sont pas décrites à partir de la grammaire du français. 

 
4. Dans son rôle métalinguistique, la langue source comme point d’arrivée 

Il faut donc en revenir à des questions de transposition didactique. Pour contrecarrer 

l’influence de la langue source dans l’enseignement grammatical, le matériel pédagogique 

ne doit tout simplement pas recourir à la traduction ! Mais cela ne doit pas vouloir dire de 
limiter l’explication grammaticale aux moyens lexicaux des apprenants. Les exemples des 

manuels universalistes considérés plus haut montrent que la valeur d’apprentissage des 

descriptions est dans ce cas pratiquement nulle. Il reste donc la parole elle-même, comme 

action d’un corps qui crée une idée. Dans cette veine, l’option que l’on a expérimentée est 
de représenter par des visuels la différence des effets communicatifs7, en prenant en compte 

les connaissances théoriques sur le FP et le FS, et plus généralement sur les temps, aspects 

et modes du français. Ensuite seulement, quand son rayon d’action est circonscrit, la langue 

première peut servir d’outil métalinguistique. Mais cela doit se faire en première personne, 
c’est-à-dire dans les mots de l’apprenant et à partir du matériel dont il fait une ressource à 

un moment donné et dans le cours d’une action donnée (en classe, la tâche d’apprentissage). 

Le matériel s’utilise par exemple pour des activités réflexives sur le choix des formes dans 

des dialogues simples, où la situation est indiquée et l’intention communicative des locuteurs 
transparente. 
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1. 《知識＝能力》の社会的構築性と社会的相互行為性（福島） 

夙に西暦 1 世紀、小セネカが群衆を論じた文において、「人は教えつつ学ぶ」（homines dum 

docent discunt. 仏語訳では l’on n’enseigne pas qu’on ne s’instruise. 一般的には docendo discimus

「われわれは教えることで学ぶ」という形で知られる）と書いたように、「教え手」と「学び手」

の関係は相互的であり、たんに「学び手がいなければ教え手は存在しえない」というレヴェル

をこえた関係性をもつ。もちろん、「教師＝教え手／知識の専有者」という図式が生まれた背景

には、中世の「書籍の専有者＝教師」という物理的構造が存在するであろうが、「調べごと」で

あれば、ほとんど数分で達成できる現代にあって、いまだに先の図式を墨守する理由はまった

くない。にもかかわらず、「教師」は《知識》において「学生」にたいして時間的、量的アドヴ

ァンテージを持ち、それゆえ「学生」を「導く」必要があると考える人はおおい。しかし、《知

識》を、たとえば「命令法では -er タイプ動詞の 2 人称単数形で、語末の -s が落ちる」のよ

うな「静的記述」と考えるなら、そこには誤謬がみとめられる。すなわち、上のような記述を

一万個脳裡に蓄えているとしても、それらの「記述」を、関与的場面において「検索」し、そ

の記述内容を「遂行」できなければ、その「記述」はまったくの無価値＝無意味だからである

（そもそも、命令法の語末の -s はラテン語時代に存在しなかったことを考えると、この記述

じたい、歴史的には「正解」ではない）。 

 さらに、《記憶》そのものが、脳神経回路に蓄積された静的存在ではない。より厳密にいうな

らば、記憶の物理的実体として、記憶痕跡（engramme / engram）とよばれる、記憶のインプッ

ト時に活性化した脳細胞間で増強されたネットワークを維持する細胞集団（assemblage de celles 

/ cell assembly）が存在する（井ノ口 2019; Ghandour et al. 2019）。しかし、その実体がなんらか

のきっかけで再活性化され、記憶のアウトプットが生じて、はじめてわれわれは《記憶》の存

在と内容を知るのであり、再活性化されないまま、すなわち失念状態では、その《記憶》は存

在しないも同然である。そして、書籍や web サイト上に書かれた文書の内容が、細胞集団によ

って「記憶」されたものを《知識》とする考えにたつなら、「アウトプットできない《記憶》」

＝「外化されていない《知識》」もまた、無価値＝無意味であろう。 

また、インプットされた記憶は、脳裡で他の細胞集団の影響を受けることがあり（ex. 事件

の証言）、アウトプット≠インプットである場合も少なくない。さらに、発話内容じたいが、発

話時に、環境やコンテクストの影響を受けて、無意識レヴェルで変容する（われわれは、みず

からの発話内容を、当該発話そのものを聴くことで把握しているため、発話直後に別単語を聴

覚フィードバックすると、その別単語を話したと思いこむ）（Johansson, Hall & Chater 2011; Lind 
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et al. 2014）。このことは、われわれの「じぶんが発したと理解している発話内容」は、発話に

先だって存在するのではなく、発話後に事後的に構築され、発話者自身にも理解されるという

ことを示している。これはつまり、われわれの自覚する《記憶＝知識》とは、自己の内部に潜

在していた記憶痕跡そのままではなく、「外界からの影響によって変形・構築されたものを、あ

らためて自己の《記憶＝知識》として認識したもの」ということにほかならない。われわれは、

たとえば、être の現在形の活用を、「学生に示そうとする」「フランス語で発話する」などの外

化を求められる状況にあってはじめて、「知っている／活用できる」ことを「知る」（＝自己の

認識とする）のである。 

以上の研究から、つぎのことが導かれよう。すなわち、 

① 《知識》は個人の内部に潜在していたものではなく、会話などをきっかけに外化され、

外界との相互行為 interaction によって構築され、自己と他者とに顕在化したものである。 

② 教師は《知識》を先だって有するものではなく、学生をふくむ外界との相互行為によっ

て《知識》を構築し、そのつど、あらためて「獲得」するものである。 

ここで想起されるのが、欧州言語共通参照枠（CECR / CEFR）の「行為中心アプローチ」

（approche actionnelle / action-oriented approach）であろう。CECR/CEFR において、言語能力の

スケールは、目安となる行為が達成されることで見積もられる。ここでは、《能力》が、個人に

潜在的に内在するという考え方（石黒 (1998/2013) の批判する「個体能力主義」）ではなく、コ

ミュニケーションという相互行為裡で顕在化するものと捉えられている。この点において、《知

識》とは《能力》のことであり、それは潜在的なものではなく、「なにかをなし得たときに事後

的に顕在化し確認される価値」である。教師もまた、「学び」という社会的相互行為において

《知識＝能力》を創出しつつ獲得している。教場において教師のなすべきことが「学び」のほ

かはないゆえんである 

 

2.「学び手としての教師」を経験する（中條） 

ここでは、筆者の授業に参加した TA（ティーチング・アシスタント）が、「学び手としての

教師」を経験した事例を紹介する。 

筆者は、入門レヴェルのクラスを 1 年間受講し、さらに、フランス語を副専攻にするなど、

その後も継続的に学習を続けている学生（主に 3～4 回生）の中から、希望者を TA として採用

している。彼（女）らが担当するクラスは、初学者を対象とした「フランス語入門」という科

目が中心で、各クラスには受講者数に応じて 1～3 名の TA が配置される。 

勤務校では 3 年前から TA を導入しているが、2 年目以降、採用した TA に業務マニュアルを

配付し、ガイダンスをしている。というのも、TA の役割を明確に伝えなかった 1 年目に、彼

（女）らの存在が授業運営に支障をきたすケースが生じたからである。TA を希望する学生の

大半は、教職課程にいたり、塾や予備校で働いていたり、アルバイト先で指導的な立場にいる

など、「教え手」としての経験が豊富であったため、当初は、学習内容（フランス語）以外のフ

ォローは不要だと考え、彼（女）らには「学生をサポートする」といった漠然とした指示しか

出さなかった。その結果、2 つの問題に直面することになる。まず、語彙や発音、文法事項な

どにかんする質問について、TA が一方向的に解説してしまい、学習者が能動的に授業に参加

しなくなったこと。次に、彼（女）らがグループ活動に立ち会う際、メンバー全員ではなく、

特定の個人にたいして介入してしまい、学習者間の協働が生まれなかったことである。そして、

これらの問題は、授業を重ね、TA と学生の関係が深まるほど悪化していった。 

TA へのガイダンスは、1 年目の反省を踏まえたものである。配付する業務マニュアルには、
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これら 2 つの問題に対応するものとして以下のような記述がある。その一部を引用する。 

 

①「教える」のではなく「促す」！ 

→ 大学の授業は主体的に学ぶ態度を養成する場です。教えずに、考えさせてくださ

い。 

→ 自分の知識を与える、といった気持ちはもたないでください。 

→ TA と教師は先生ではなく、「司会者」です。 

② TA との関係よりも、受講者同士のつながりを優先する！ 

→ 授業の主役は受講者（学習者）です。TA や教師はあくまで同伴者なので、特定

の学生を個人的にサポートせず、グループ内での協働を促してください。 

→ 一度個人的にサポートしてしまうと、その後協働がおこりにくくなります。 

→ TA や教師とだけ関係をつくろうとする学生は、良い意味で突き放してください。 

 

したがって、2 年目以降の TA はみなガイダンスを受けているのだが、もちろん、マニュア

ルがあるからといって、それを授業で実践するのは簡単なことではない。答えを教えるのでは

なく考えさせたり、学生間のインタラクションを促したりする方法は、マニュアルを参考にし

つつも、筆者自身がそうであるように、実際には現場で試行錯誤を繰り返しながら身につけて

いくことになる。 

こうした経験を経て、TA たちは何を学んだのだろうか。3 年目にあたる昨年度は、彼（女）

らにその経験をふりかえってもらった。年度末に実施したアンケートからは、「学び手として

の教師」をめぐる発見があったことがうかがえた。TA を担当した 6 名は、「TA の経験から何

を学びましたか？」という問いにたいし、次のように答えている。その一部を抜粋する。 

 

「教えることと勉強することは同じ。」「人に教えると、自分が何が分からないのか

が分かる。」「学生に考えさせると、自分でも考えるようになる。」「質問にすぐに答

えないことで、自分も一緒に問題に取り組むことができる。」「それまで理解できな

かったことが、学生からの疑問や質問のおかげで初めて解決することがある。」「グ

ループワークを観察すると、他人の勉強の仕方を知ることができる。」「すぐに答え

を教えるよりも、一緒に悩んだほうが復習になり、相手も分かってくれる」。 

 

これらの回答は、教える経験をするなかで、自分自身が学び手で（も）あることを知った、

というものである。さらにミクロな分析をすべきところではあるが、ここでは、彼（女）らが

「教師＝知識の源泉」とは異なる教え手、を経験したことを指摘するに留めたい。 

 

3.「学び手としての教師」であるための相互行為分析（大山） 

3.1. 学習者とともによりよい授業をつくる 

前節の TA を経験した学習者のアンケートからも明らかなように、教師は教え方においても

学び手である。すなわち、何が良い実践なのかは、学習者との相互行為のなかではじめて明ら

かになる。相互行為のあり方は、学習者の反応から即時的に実践をアレンジしたり、アンケー

トを使ったりと様々である。以下では、その方法のひとつとして、相互行為分析を紹介したい。

具体例としては、報告者が実践した「グループでの間違い探し」を挙げる。 

当初、復習のため、授業の最後に仏作文の課題を出し、添削をそえて翌週に返却していた。
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しかし、多くの学習者がそれらを一瞥するだけであった。返却後に改めてスライドで指摘する

も、間違いは無くならなかった。このような学習者のふるまいから、それまでのやり方は適切

ではないと考え、より意欲的に取り組める実践として「グループでの間違い探し」を導入した。 

実践は、授業の冒頭におこなった。学習者は

3 分間ひとりで考えた後、グループで話し合っ

た。なお、図 1 の①～⑰は記録したグループが

話し合った箇所と順番である。彼らはひととお

り話し合い（①～⑩）、間違いの総数が伝えら

れた後に見返し（⑪～⑬）、行ごとの間違いの

数が伝えられ、再び見返した（⑭～⑰）。 

3.2. 相互行為分析により明らかになったリフレクションのありよう 

学習者が如何に学んでいるのかは、机間巡回しながらの観察だけではほとんど分からない。

そこで、2019 年 2 月、報告者が担当するフランス語初級クラスにおいて、360 度撮影可能なビ

デオカメラ 1 台でやりとりを記録し、相互行為分析をおこなった。相互行為分析とは，構築主

義を理論的拠りどころとし、発語はもちろん，わずかな言いよどみやコンマ数秒の間隙，視線

の動きや顔の向きなども含めて，相互行為がどのように組織されているのかを明らかにするも

のである（西阪, 1997）。 

分析の結果、リフレクションが、(1) 補足説明というかたちで知識が言語化されたり、(2) 間

違い探しの遊びのパターンやフランス語の既存の知識に基づいて探し方が変更されたりする

ことをとおして、おこなわれていることが分かった1。 

まず、学習者は何が間違いかだけではなく、その理由まで述べることでリフレクションをお

こなった。例えば、事例 1 では「過去分詞かなこれ」と他者の指摘を補足し（03 行目）、事例

2 では「ヌやから」と自分の指摘の根拠を述べている（04 行目）。なお、グループは 4 人（A～

D）で、向かい合って座っている。トランスクリプションの記号は巻末資料を参照されたい。 

 

次に、学習者は行き詰まりを打開しようともがくなかで探し方を変えることにより、リフレ

クションをおこなった。例えば、事例 3 では間違いのばらつき具合を考慮して見当をつけ（01-

02 行目）、事例 4 ではエリズィヨンの知識から探そうとしている（04 行目）。 

 

 
1 他の事例も含む詳細な分析は、大山 (2020) を参照されたい。 
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3.3. 考察と今後の課題 

相互行為分析の結果、グループでの間違い探しは、当該クラスの学習者たちにとって、仏作

文を添削して返却するよりも意欲的に取り組めるものであることが分かった。ただし、上に示

したような望ましいやりとりがいつも起こるとは限らない。間違いを指摘するだけだったり、

行き詰って諦めてしまったりする学習者もいると考えらえる。そのため、(1) 理由にも言及す

るようなルールを設定する、(2) 行き詰って諦めてしまわないように教師が探し方の転換を促

す、といった改善点が考えられる。 

 

以上、「教師は学び手でなければならない」と主張する理論的根拠と、その具体的な実践を述

べた。我々教師は、学習者とともにフランス語を学び、授業を創り出していく。教場は「学び」

に溢れていると言えよう。 

 

 

トランスクリプションの記号 
[ オーヴァーラップの開始位置。 
(数字) 括弧内の数字の秒数の間隙があることを示す。 
(.) 0.1 秒前後の僅かな間隙があることを示す。 
: 直前の音が引き延ばされていること、数は引き延ばしの相対的な長さを示す。 
h 呼気音。多くの場合は笑い声で、h の数は相対的な長さを示す。 
゜゜ 記号内の発語が他に比べて小さいことを示す。 
＿ 下線の発語が他に比べて大きいことを示す。 
? 直前部分が上昇調のイントネーションを持つことを示す。疑問表現。 
X 聴き取り不可能であったことを示す。 
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Thème 2 

 

IPA と日本語音声学を学ぼう！ 

Apprenons l’alphabet phonétique international  

et la phonétique japonaise ! 
 

 

竹内 京子 

TAKEUCHI Kyoko 
日本大学 

Kyotake(at)za3.so-net.ne.jp 
 

 

 

 はじめに 

「フランス語の授業で発音についてどんなことを実践しているか？」という質問に、特別な

ことはやってないと答えたとしても、フランス語の母音図や発音記号が書いてある教科書を使

っている方は多いだろう。それらの記号は、「どのようなしくみ」になっていて、「何を表し

ている」のだろうか？教授法の授業でフランス語音声学をちょっと習った方も、もしかしたら

勘違いしていることもあるかもしれない。本稿では授業でフランス語の発音を扱う前に知って

おきたいこと、実は知っているようで、知らない音声学の知識を紹介したい。また、フランス

語の発音教育にこの発音記号が、実際にどのように使えるかについても触れたい。 

まず、現在、世界で一般的に普及している発音記号である国際音声記号（l’alphabet、phonétique 

international、日本語では、英語で IPA と言うことが多いので、本稿ではこちらを使用する）の

しくみと、その短所、長所を紹介する。そして、日本語の音声を例にして、発音記号の表記方

法を示す。さらに、発音記号がフランス語の授業でどのように役立つかを考える。 

 

 Q1：IPAとは何か？ 

 歴史的には発音記号は様々なものがあるが、現在、一番世界で一般的に普及している発音記

号といえば、国際音声学会（IPA : International Phonetic Association）が決めている、国際音声記

号（IPA:International Phonetic Alphabet）である。「世界中のすべての言語を記述するためのツ

ール」として作られ、新しく発見された音を記述するために記号が追加されることもある。（現

在は 2015 年版） 

 

 Q2：すべて言語を表す記号がある？ 

記号だけで表記というレベルでは、実は全部の記号は揃ってない。では、どのように記述を

するかというと以下の２種類の方法がある。まず、1）補助記号というものがある。同じ記号に

補助記号をつけて、違いを表現する。2）「ある言語限定の記述」であると明記し、補助記号を

使った細かい記述はせずに、「IPA にある近い発音記号で代用」する。IPA を作る際に参考に
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された実在の言語もあるが、基本的にそれぞれの記号はどの言語のものでもなく、あくまで「共

通の指標」であるという点が重要である。ここでは、母音を例に表記方法を概観したい。 

 

 Q3：母音図の点は何を表しているの？ 

 フランス語の教科書に書いてある母音図とは少しだけ違っているが、図 1 が IPA の母音図で

ある。この図は左側に向いた人の口腔内の様子を表している。また、それぞれの記号が書いて

ある点は舌の先の位置ではなく、「舌の最も高い点（舌の山）」を表す。母音は基本的に舌先

が下に向き、どこかに舌の山ができると想定している。この図の縦は口の開き、横は舌の最も

高い点が口腔内の前後どこにあるかを表している。母音図の四隅の点は口腔内で舌が最大限移

動できる点を表している。四隅以外の、その他の中間の点は、（舌の山の位置ではなく）聴覚

的に等分された点を表すと定義されている。ただし、現実的には、ほぼ舌の位置に対応してい

るとして使われることが多い。また、各点の両側に記号が表記されているが、左が非円唇、右

が円唇を表す。 

        

              図 1              図 2 

 IPA の母音図は、フランス語の教科書に出てくる母音図とほぼ似ているので、このまますべ

ての言語が表記できそうに思えるが、これはたまたま IPA がフランス語を参考にして作られた

かららしい。それでは、日本語の母音の位置をプロットした図（図 2）を見てみよう。一般的

に図中の「あ」「い」「う」「え」「お」の位置が日本語の母音とされている。つまり、5 母

音とも、どの記号にも当てはまらないのである。これをどのように表記するかというとまず、

前述の 1）補助記号を使うと以下のようになる。補助記号を使っても唯一の表記に決まるとい

うわけではなく、複数の可能性が出てくる。 

 

発音記号に付けられる補助記号はあまり一般的には見かけないと思われた方も多いだろう。

日本語教育も含め、普段よく見かける発音記号は、前述の 2）の「各言語限定の記述」である

と明記し、細かい記述はせずに、IPA にある近い発音記号で代用しているものである。「本当

は IPA の記号とは違う音である」という前提を書き手と読み手が了解している必要がある。

（特に読み手が知らないと誤解が生じる）ちなみに、日本語の母音は以下の記号を使うことが

多い。 

 

母音について簡単に解説したが、子音についても同様なことが言える。同じ記号であっても

言語によって発音の方法が様々であるので注意が必要である。 
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 Q4：[    ]と/    /はどう違うの？ 

 音声学を少し勉強すると、ある言語としての区別だけを表記する（音素表記）場合は、 

/   /、IPA を使ってその言語では区別はしていないが、IPA で表記できるくらいに違う（母

語話者は気がつかない）場合は[    ]（音声表記）を使い、音声表記は、音素表記で表せない

母語話者が区別をしていない音声のバリエーション（異音）を示すと習う。最低限の言語の伝

達には必要ないが、個人差や発音される環境による違いである。（例：「ん」の発音やザ行の

子音など） 

日本におけるフランス語の辞書や教科書では、ほとんどの場合が[    ]だが、英語の辞書で

は、/   /が多いようである。しかしながら、IPA による音声表記を使ってもすべてを表記で

きるわけではないこと、外国語の学習ではまずは、細かい音声表記よりも「これから学習する

言語の母語話者が区別している枠組み」を学ぶ必要があるという視点から、/   /を使って音

素表記ということも合理的であると言えるだろう。 

 

 Q5：母語話者は発音記号通りに発音しているの？ 

 ところで、母語話者は、発音記号に定義されている通りに発音しているのだろうか？答えは、

前述の日本語の母音図での舌の山の位置を参考に自分で発音してみると分かる。もちろん、こ

の位置でほぼ同じ音が出るという方が多いと思うが、「自分は本当に普段からこのように発音

しているか？」ということを考えてみて欲しい。日本語教師になったつもりで、教室で滑舌よ

く発音する時に比べて、日常生活では、様々なバリエーションがあることが分かる。頬杖をつ

いて、顎をほとんど動かさずに「あいうえお」をできるだけ明瞭に出してみよう。人によって

は、左右で差があったり、舌の山の位置が同じでも舌全体の形が違っていたりと、腹話術とま

ではいかないが、様々な方法で発音していることが分かる。 

近年の MRI による調音（発音の仕方）の研究で話者間の差の報告も増えてきている。もとも

と 3D であるものを 2D で記述するということは限界があるのである。しかしながら、ここで、

母音図のところで説明した IPA では「舌の最高点の位置」ではなく「聴覚的に等分された位置」

という点を思い出して欲しい。実は、IPA では舌の山の位置は等分とは定義していないのであ

る。 

 

 Q6：IPA は使えないの？ 

 では、IPA は本当に使えないのだろうか？正確な個人差や場面差の記述という点を考えると、

MRI などの画像と比較すると、3D の記述は難しいということは否めない。しかしながら、外

国語教育や障害音声のリハビリなど、人の言語によるコミュニケーションのための用途に限定

すると、とても有用なツールであるということを強調したい。竹内（2006）によると、初級日

本人フランス語学習者の大部分が、特に音声学の知識もなく、フランス語の鼻母音の位置を母

音図で再現できたという結果がある。つまり、人は未知の言語の音でも母音図でだいたいこの

くらいの位置で発音されているということを感じることができ、自分でも発音してみるという

ことをしているのだろう。IPA は、機械のように精密には測れないけれど、人間の感覚に丁度

あった物差しなのである。 

しかしながら、腹話術のような特殊な発音を誰でも表記できるというわけではない。同様に、

個人差のある、場面限定の発音（前述の頬杖による発音など）は、母音図に示された基本的な

位置の音に変換されて聞いている可能性がある。外国語教育では、腹話術の記述はいらないと

思うが、母語話者の個人差や、場面限定の発音は、まずは母音図の位置通りの基本的な発音を



Rencontres Pédagogiques du Kansaï 2020                                       

34 
 

学習者自身ができるようになり、コミュニケーションを取れるようになってから、学習者個人

で工夫するという過程でもいいのではないだろうか。 

 

 Q7：教室でどのように使えますか？ 

 では、具体的にフランス語の授業でどのように使えるのだろうか？私自身が教室で実践して

いることは以下のようなことである。母音については、「フランス人は普段、みなさんがもし

日本語教師になって日本語を教える時のようにはっきりと口を動かして発音してはいないけ

れど、この母音図は、この通りに発音してみるとフランス人に通じる発音ができる素晴らしい

道具。もし、音が区別できるようになったらフランス人と同じようにいろいろな口の形で発音

できるように工夫をしてみて」とアドバイスをする。子音についても発音記号とともに、日本

語との違いを示しつつ、それぞれの音の出し方を説明する。同時に綴りとの対応も導入する。 

 一見して、特に変わったことはしていないと思われるが、学生に発音記号を意識させるかど

うか、発音記号の役割を教えるかどうかがポイントであると考える。音を聞いたたけで、綴り

も発音記号もなしにフランス語を学習できれば、その方がいいのかもしれないが、なかなか難

しい場合が多い。どうしても発音できない音、聞き分けができない音を克服するために、発音

記号というツールは人の潜在能力をうまく使った発明品だと言える。 

 

 終わりに 

近年、録音技術が進歩し、音声記述の分野でも、発音記号を使う場面が徐々に少なくなって

きているのは確かである。しかしながら、音声だけからの学習が難しい場合の手助けとして、

発音記号は、外国語教育の分野でこそ、無料で簡単に導入できる道具であると考える。教師が

学生に発音記号を意識させることにより、学生が自らの能力を使い発音を獲得していく助けと

なるのだ。 

著者は、普段、フランス語以外にも日本語音声学の授業を担当している。しかしながら、ほ

とんどの学生が、英語や他の言語の授業で、発音記号の話を聞いたことがないようである。授

業の感想を見ると、学生は学習している語学の発音記号について知りたいようである。この授

業は日本語の授業だけど、これは絶対外国語学習にも役立つと直感的に感じているのである。

是非、次の授業で、発音記号の成り立ちを紹介してみてはいかがだろう。もしかすると、学生

は待っているかもしれない。 
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Thème 2 

 

Le Cadre de référence des compétences numériques 

(CRCN) appliqué à l’enseignement du FLE au Japon 
 

 

MOUTON Ghislain  

Université des Ryûkyûs, Institut français du Japon - Okinawa  
 ghislain.mouton(at)institutfrancais.jp  

 

 

 
0. Introduction 

Dans notre dernière étude (Durrenberger & Mouton, 2020 à paraître), nous émettons 

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 sur la plateforme 
YouTube, tout en se servant d’outils liés aux TICEs 1  (Sites de ressources en ligne, 

application smartphone de traduction orale, etc.), pourrait significativement influencer les 

représentations que les apprenants japonais ont de leur apprentissage des langues étrangères 

au Japon. Nos résultats montrent notamment chez ces derniers, au cours de leurs quatre 
premiers mois d’apprentissage du FLE, une augmentation des besoins du smartphone, de 

YouTube, ou de Google Traduction dans le but d’être utile à des voyages, ou encore à un 

avenir teinté de plus de compréhension interculturelle. 

Néanmoins, plusieurs questions subsistent : nous devons certes évaluer à quel point nos 
résultats sont influencés par une quelconque représentation de l’enseignant natif de FLE 

créateur de TICEs, mais également observer dans quelle mesure l’utilisation d’outils 

pédagogiques développés lors de cette recherche pourrait favoriser le développement de 

compétences numériques chez nos apprenants. Pour tenter de répondre à ce deuxième point, 
nous allons donc analyser les potentielles applications du CRCN sur nos apprenants, 

étudiants japonais dans des universités japonaises, et pour la plupart passifs numériques. 

 

1. Le Cadre de référence des compétences numériques (CRCN) 
  Les ministères chargés de l'Éducation nationale et de la Jeunesse et de l'Enseignement 

supérieur, de la Recherche et de l'innovation ont élaboré un cadre de référence des 

compétences numériques (CRCN), inspiré du cadre européen (DIGCOMP 2.1) et valable de 

l'école primaire à l'université. Cette mise en relation des référentiels nationaux et européens 
vise à faciliter la mobilité des élèves, étudiants et professionnels. Appliqué depuis octobre 

 
1 Technologies de l’Information et de la Communication pour l’Enseignement 
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2019, le CRCN définit seize compétences numériques attendues dans cinq domaines 

d'activité (voir ci-dessus). 

Il propose huit niveaux de maîtrise progressive de ces 
compétences pour les élèves de l'enseignement secondaire, pour 

les étudiants de l'enseignement supérieur et dans un contexte de 

formation d'adultes. Les niveaux de maîtrise de 1 à 5 sont 

proposés plus particulièrement pour les élèves de l'école 
élémentaire, du collège et du lycée. Concernant les huit niveaux 

de maîtrise de compétences numériques, ils sont définis ainsi 

dans le tableau accessible via ce code QR, à la page 6/82 du 

document d’accompagnement et de mise en œuvre du CRCN. 
 

2. Étudiants japonais ouverts aux TICEs ? 

  La génération Z est née dans un monde où ordinateurs, Internet, téléphones intelligents et 

tablettes sont omniprésents et occupent une place centrale dans le quotidien. Cette génération 
d’étudiants semble de toute évidence disposée à utiliser les TICEs pour apprendre les langues 

étrangères. Nos apprenants seraient même des natifs numériques qui « communiquent déjà 

à l’extérieur de la salle de classe avec des outils liés aux TICEs, et [qui] se positionneraient 

donc inévitablement d’emblée comme acteurs s’appropriant leur apprentissage » (Guichon, 
2012). Cependant, on constate que les actions basiques nécessaires au bon déroulement d’un 

apprentissage par les TICEs ne sont ni maîtrisées ni perçues comme intuitives. On remarque 

en effet que sauvegarder un document sur un smartphone, naviguer par mot-dièse (hashtag) 

ou par étiquette (tag), ou encore changer de navigateur pour accéder à certaines fonctions 
HTML52 sont des actes rarement maîtrisés. Les étudiants sont surtout habitués à manipuler 

quotidiennement quelques applications limitées pour la plupart à la consommation de vidéos, 

de musique et à l’usage des réseaux sociaux. Ces natifs numériques dit aussi naïfs 

 
2  Par exemple, la question de la reconnaissance vocale (lors de l’utilisation de Google Traduction sur 

ordinateur) dans un navigateur tel que Safari ou Mozilla Firefox : bien que fonctionnant sous Wordpress ou 

Moodle, la fonction de reconnaissance vocale reste exclusive au navigateur Chrome. 
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numériques (Le Deuff, 2011) nous apparaissent plutôt comme des passifs numériques bien 

ancrés dans leurs habitudes.  
  C’est en tenant compte de ce constat que nous avons développé des ressources 

pédagogiques numériques sur YouTube sous forme de courtes capsules vidéo (Durrenberger 

& Mouton, 2019), et que nous avons utilisé brièvement dans chacun de nos cours, une 

application de reconnaissance vocale 3  pour la pratique de la production et de la 
compréhension orales, ainsi qu’une application de messagerie instantanée4 afin de faciliter 

les échanges entre l’enseignant et ses groupes d’étudiants. 

 

3. Analyse statistique auprès de 105 étudiants japonais d’université de niveau débutant 
  Par manque de place, nous présenterons ici seulement les résultats de l’analyse 

quantitative des réponses à l’enquête concernant les compétences numériques des étudiants. 

3.1 Méthodologie 

  Nous avons conduit une enquête auprès de 105 étudiants débutants de FLE (54 garçons, 
51 filles, âgés de 18 à 22 ans) de deux universités japonaises situées dans la préfecture 

d’Okinawa. L’enquête a été réalisée après l’examen final du second semestre 5  et les 

participants nous ont tous donné anonymement leur sexe et leur âge6. Les apprenants ont 

tous étudié le FLE pendant deux semestres en tant que non spécialistes, avec le même 
enseignant utilisant les TICEs mentionnées dans la partie 2. 

3.2 Contenu de l’enquête 

  La première partie de l’enquête est composée de deux questions à choix multiples : 

Q1. Quelle application ou réseau social utilisez-vous dans la vie de tous les jours ? 
Q2. Quelle application ou réseau social utiliseriez-vous si l’objectif était d’apprendre une 

langue étrangère ? 

  Les choix multiples étant : 

Twitter, Instagram, YouTube, Facebook, TikTok, LINE, Google Traduction, WhatsApp 
  La deuxième partie de l’enquête comprend trois questions. Les participants ont coché le 

chiffre correspondant le mieux à leur représentation de leurs compétences numériques, sur 

une échelle de type Likert allant de (1) « niveau très bas » à (6) « niveau très élevé »7. 

Q3. Dans votre vie quotidienne, à combien évalueriez-vous globalement votre niveau de 
compétence numérique ? (Réponse de 1 à 6) 

Q4. Parmi les 6 compétences numériques8  suivantes, à combien évalueriez-vous votre 

 
3 Google Traduction 
4 LINE 
5 le lundi 3 février 2020 
6 1 : 18 ans, 2 : 19 ans, 3 : 20 ans, 4 : 21 ans, 5 : + de 22 ans. Moyenne d’âge : 2,58 (n=105). 
7 Nous avons utilisé un découpage simplifié de 6 niveaux de maîtrise de compétences (comparé à celui présenté 
dans la partie 1.) tiré du cadre européen (DigComp 2.1) : niveau 1 (A1) nouveaux, niveau 2 (A2) explorateurs, 
niveau 3 (B1) passionnés, niveau 4 (B2) professionnels, niveau 5 (C1) experts et niveau 6 (C2) pionniers. Les 
mots clés en italique qualifiant les différents niveaux de maîtrise n’ont pas été communiqués explicitement aux 
apprenants lors de l’enquête. 
8 Afin de ne pas surcharger l’enquête et pour conduire une analyse la plus globale possible, nous avons effectué 
une sélection de six compétences numériques parmi les seize constituant le cadre, et couvrant cinq des six 
domaines de compétences présentés dans ce dernier. 
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niveau de maîtrise ? (Réponse de 1 à 6) 

Mener une recherche (domaine de compétences : Informations et données) 
Traiter et sauvegarder des données (domaine de compétences : Informations et données) 

Interagir (domaine de compétences : Communication et collaboration) 

Développer des documents textuels (domaine de compétences : Création de contenus) 

Développer des documents multimédias (domaine de compétences : Création de contenus) 
Résoudre des problèmes techniques (domaine de compétences : Environnement numérique) 

Q5. Dans les réseaux sociaux que vous utilisez généralement, quel genre de données 

préférez-vous parmi les trois types suivants ? (Réponse de 1 à 6 : (1) « je n’aime pas du 

tout » à (6) « j’adore utiliser ce type de ressources ») 
Les données « texte » / Les données « photo » / Les données « vidéo » 

3.3 Résultats et analyse 

  Les résultats obtenus et notre analyse sont les suivants :  

  À la question Q1, les étudiants répondent utiliser dans leur vie quotidienne 
majoritairement LINE (98/105) > YouTube (92/105) > Instagram (83/105) > Google 

Traduction (81/105) > Twitter (68/105), puis assez peu Facebook et TikTok (16/105 chacun), 

et enfin très rarement WhatsApp (4/105). Ensuite, à la question Q2, les participants déclarent 

préférer l’utilisation pour l’apprentissage d’une langue étrangère de Google Traduction 
(87/105) et de YouTube (69/105), suivis par Instagram (35/105) > LINE (28/105) > Twitter 

(20/105), et enfin TikTok (6/105), Facebook (5/105) et WhatsApp (3/105). 

  Ces résultats reflètent premièrement le fort engouement des jeunes Japonais pour 

l’application de messagerie instantanée LINE, et deuxièmement le faible intérêt pour des 
applications nouvelles ou peu connues au Japon (cf. résultats TikTok et WhatsApp). Ensuite, 

nous pouvons constater que les apprenants préfèrent globalement l’usage, dans leur vie de 

tous les jours comme lorsqu’il s’agit d’étudier une langue étrangère, de « données vidéo » 

(cf. résultats Youtube) > « données photo » (cf. résultats Instagram) > « données texte » (cf. 
résultats Twitter). Enfin, nous pouvons noter l’influence du choix des outils numériques 

introduits dans le cours par l’enseignant : les apprenants semblent s’être approprié 

l’utilisation de YouTube et de Google Traduction, et ce, à l’intérieur comme à l’extérieur de 

la salle de classe. 
  Ensuite, concernant la question Q3, les étudiants évaluent globalement leur niveau de 

compétences numériques à 3,26/6, se situant donc à un niveau B1 passionnés selon le cadre 

européen et au niveau 5/8 de maîtrise des compétences numériques définies par le CRCN. 

Est-ce que certains de nos étudiants japonais peuvent mettre en œuvre des pratiques avancées 
dans des situations nouvelles pour eux, et choisir une démarche adaptée pour atteindre leur 

but (cf. référence du niveau 5 du CRCN) ? La passion de l’enseignant, qui nous anime tous, 

aurait tendance à nous faire répondre « oui » à cette question, cependant la raison doit nous 

pousser à nous poser également la question suivante : « Les étudiants japonais débutants de 
FLE ont-ils vraiment passé le palier critique de l’autonomie, défini aux niveaux inférieurs 3 

et 4 du CRCN ? » La réponse à cette question sera l’objet d’une analyse plus poussée dans 

de futures recherches. 

  Puis, en réponse à la question Q4, nos étudiants affirment évaluer en détail leur niveau de 
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compétences numériques dans l’ordre décroissant suivant : 

Mener une recherche (4,04/6) > Traiter et sauvegarder des données (3,54/6) > Résoudre des 
problèmes techniques (3,42/6) > Interagir (3,41/6) > Développer des documents textuels 

(2,95/6) > Développer des documents multimédias (2,86/6) 

  Ces résultats recoupent ceux de Durrenberger & Mouton (2019) concernant l’aspect passif 

numérique observé parfois chez les apprenants japonais de FLE, en effet ces derniers avouent 
ici avoir de la peine à développer eux-mêmes des contenus multimédias ou textuels. En 

revanche, ils évaluent à un relativement haut niveau leur maîtrise dans le domaine de 

compétences de l’information et des données, ce qui laisse penser qu’ils ne seraient pas 

passifs dans tous les domaines de compétences numériques. Ces résultats feront également 
l’objet d’une prochaine analyse plus poussée, dans de futures recherches. 

  Enfin, les réponses à la question Q5 nous ont permis de recouper et de confirmer les 

résultats obtenus à la question Q1, à savoir : les apprenants affirment préférer l’usage, sur 

leurs réseaux sociaux, de « données vidéo » (4,8/6) > « données photo » (4,48/6) > « données 
texte » (3,96). Ces résultats pouvant donc également être résumés ainsi :  

Degré de préférence globale des apprenants japonais débutants de FLE concernant les 

réseaux sociaux et autres plateformes numériques = YouTube > Instagram > Twitter. 

 
4. Conclusion 

  En cette année 2020, impactée de plein fouet par les restrictions que nous impose la Covid-

19 dans nos pratiques d’enseignement et nos relations avec les apprenants japonais de FLE, 

les questions concernant les compétences numériques et leur apprentissage sont désormais 
au cœur des débats. Une application efficace du CRCN à l’apprentissage du FLE au Japon 

et à son enseignement pourrait permettre de répondre à de nombreuses problématiques liées 

aux TICEs, dans un avenir extrêmement proche, nous en sommes convaincu. 
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 En raison de la récente tendance à l'internationalisation, un nombre croissant d’universités 

situées dans des pays où l'anglais n'est pas une langue officielle, offrent des cours diplômants 
qui sont enseignés par le biais de l'anglais, en particulier au niveau du master (Dearden, 

2015). Ce phénomène, connu en anglais sous le nom de « English-medium Instruction » 

(EMI) (Macaro, 2018), nous le dénommerons ici « Anglais comme Moyen d’Instruction » 

(AMI). Un nombre croissant d’universités au Japon ont emboîté le pas depuis une vingtaine 
d’années. Le projet en 2009 du gouvernement, communément appelé Global 30, qui vise à 

internationaliser les universités japonaises afin d’accroître leur compétitivité, a financé des 

programmes AMI dans 13 universités, qui ont créé 33 programmes de premier cycle et 153 

de second, principalement pour les étudiants internationaux (Brown, 2018, p. 275). Cette 
initiative gouvernementale a été déterminante dans l’augmentation du nombre de cursus 

AMI à travers le Japon jusque dans le secteur privé qui, dans un contexte de baisse des 

inscriptions, est contraint de suivre la tendance pour assurer le recrutement de candidats 

internationaux et nationaux (Brown, 2014). Selon les tout derniers chiffres disponibles pour 
2017, 324 universités, soit 44% des universités au Japon offrent des cours AMI (MEXT, 

2020). 

 Alors que les programmes AMI financés par le MEXT proposent des cursus diplômants 

entièrement en anglais qui sont structurés (Rose, 2017), il existe parallèlement un 
phénomène de compénétration de l’anglicisation vers les cursus préexistants au 

développement de ces nouveaux programmes d’internationalisation. Certaines universités 

souhaitant appliquer les directives ministérielles à la lettre, cherchent désormais à décliner 

les cours en anglais jusque dans les niveaux de licence traditionnellement conçus pour les 
étudiants nationaux et même jusque dans les cours de langue étrangère (L3). Cette stratégie 

a pour objectif d’offrir un curriculum mieux achalandé en AMI afin d’attirer les candidats 

internationaux, dans un contexte de baisse des effectifs domestiques (Brown, 2014). 

 Pour exemple, le département de langues étrangères du CEGLOC, à l’université de 
Tsukuba (UT), a été enjoint dès 2016 de réaménager les classes de langues étrangères pour 

qu’elles accommodent un public non-japonophone et a fortiori qu’elles s’appuient 

exclusivement sur l’anglais. Les professeurs étaient priés donc de livrer leurs cours en 
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anglais (langue passerelle) plutôt qu’en japonais (langue source) ou en L3 (langue cible). 

Dans la pratique, les enseignants de L3 n’ont, dans la très grande majorité, jamais appliqué 
la directive, qui n’était par ailleurs pas contraignante. 

 

 Mise en œuvre d’un cours fle AMI. 

 En tant qu’enseignant de français langue étrangère, je me suis de suite interrogé sur la 
légitimité d’une telle approche. Du côté des étudiants : est-ce utile (en tireront-ils profit ?), 

équitable (entre apprenants nationaux et internationaux, ou étudiants de différentes 

facultés ?), adéquat (à tous profils d’étudiants ?), efficace (d’ajouter encore le filtre d’une 

L2) ? Du côté de l’enseignant : ai-je une expérience suffisante (de l’anglais, de la 
juxtaposition des deux langues), les moyens adéquats (ressources didactiques et 

pédagogiques) pour effectuer ce pontage ? Est-il approprié de passer par une langue 

passerelle plutôt que les langues source ou cible ? Après réflexion, j’ai opté pour 

expérimenter avec une seule et unique classe de FLE AMI, pour le département d’études 
internationales, puisque ces étudiants étaient destinés plus opportunément à une carrière qui 

exigerait de bonnes aptitudes et en langues étrangères et en communication, et qu’ils étaient 

par ailleurs censés avoir déjà une bonne maitrise de l’anglais. 

Comme aucun manuel ne semblait adapté à un tel public, nous avons collaboré avec 
ALMA Éditeurs pour l’adaptation de Moi, je… Communication (Vannieuwenhuyse, 2012). 

Les consignes, explications et listes lexicales d’origine qui apparaissaient en japonais ont été 

traduites en anglais. Certains contenus ont été également arrangés pour prendre en compte 

un public international, notamment des étudiants étrangers d’Asie et des binationaux (nippo-
asiatiques et nippo-occidentaux). 

 Des enquêtes menées en 2018 et 2020 auprès de ce public spécifique d’apprenants par 

AMI, nous rassurent sur l’intérêt de la démarche (Jactat, 2020). 79 étudiants ont répondu à 

une dizaine d’affirmations. Nous en reproduisons ici une sélection. 
Table 1 : Résultats d’enquête sur le cours FLE AMI à l’UT (2018 et 2020) 

Affirmation 
 

tout à 
fait 

d’accord 
d’accord pas sûr 

pas 
d’accord 

pas du 
tout 

d’accord 
A) Les instructions et explications du professeur  
en anglais sont claires. 

63 
(79%) 

15 
(20%) 

1 
(1%) 

— — 

B) Les instructions et explications du manuel  
en anglais sont claires. 

48 
(61%) 

28 
(35%) 

2 
(3%) 

1 
(1%) 

— 

D) Je préfèrerais plus d'explications en japonais. 2 
(3%) 

4 
(5%) 

14 
(17%) 

23 
(29%) 

36 
(46%) 

E) Ce cours est utile pour améliorer mon français. 69 
(87%) 

10 
(13%) 

— — — 

F) Ce cours est utile pour améliorer mon anglais. 48 
(61%) 

18 
(23%) 

13 
(16%) 

— — 

 Ce qui ressort de prime abord de ces réponses, c’est que l’expérience d’une classe FLE 

AMI est bien vécue par l’ensemble des étudiants. Même si une tendance plus nuancée se 

dessine concernant la clarté des instructions en anglais du manuel, ces résultats sont très 

positifs et montrent que la compréhension de l’anglais ne pose pas de problème majeur pour 
la quasi-unanimité des étudiants de cette classe (liée à cette faculté d’études internationales 

et à cette université élitiste), et dans ce contexte d’enseignement particulier où le professeur 
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maitrise l’anglais et où les ressources sont adaptées à un public d’apprenants japonais 

(manuel Moi, je… Communication avec une interface anglo-saxonne).  
 Nous constatons qu’un petit nombre d’étudiants (8%) aurait souhaité plus d’explications 

en japonais, cette part montant à un quart des étudiants (25%) si nous incluons ceux qui ne 

sont « pas sûrs » de vouloir ou non plus d’instructions en langue source. Nous pouvons 

imaginer dès lors qu’un cours livré exclusivement en langue passerelle présente tout de 
même quelques limites même pour des étudiants présumés aptes à l’anglais. Par souci 

d’ « économie cognitive » il serait donc souhaitable que certaines explications soient 

données en langue source. 

 Finalement, un cours FLE AMI semble générer un double avantage au niveau de 
l’apprentissage. J’étais agréablement surpris de constater que la plupart des étudiants (84%) 

pensaient faire des progrès en anglais tout en apprenant le français. Ayant fait attention à 

employer un anglais élémentaire, à la fois utilitaire (consignes et explications) et contrastif 

(entre la L2 et la L3), et au vu des résultats ci-dessus (affirmation A), je suppose que les 
étudiants ont gagné en confiance dans leur aptitude à comprendre l’anglais et à pouvoir 

l’utiliser effectivement comme langue médiatrice pour apprendre une L3. 

 

 Avantages et limites d’un cours FLE AMI. 
Il va sans dire que faire un cours FLE entièrement en anglais au Japon est une initiative 

qui peut susciter critiques et contestations. Je voudrais donc faire ici un bilan sommaire des 

observations faites lors de la mise en pratique de cette approche pendant ces trois dernières 

années (2017-2020). 
Du côté des étudiants. Le premier effet heureux d’avoir un cours FLE dirigé en anglais, 

est l’intérêt qu’y portent les étudiants étrangers. Environ 10% à 20% des élèves de mes 

classes AMI ne sont pas d’origine japonaise. Ils exercent, de par leur attitude engagée avec 

le français, des moteurs positifs tirant les autres élèves vers le haut, vers plus de participation 
et de dynamisme pour le cours. Certains étudiants japonais ont directement exprimé le fait 

qu’ils appréciaient d’avoir cette chance d’interagir avec des étudiants internationaux. De 

plus, voir les internationaux échanger plus spontanément avec l’enseignant en langue cible, 

les encourage à faire de même. L’effet socio-affectif est indéniable. 
Un deuxième constat concerne le contenu. Exploiter la proximité entre les langues 

anglaise et française est un atout qui n’est plus à démontrer (Robert, 2008), même dans un 

contexte japonais. Nicolas Dassonville (2015) propose un inventaire d’influences 

translinguistiques (lexicale, grammaticale, phonologique et orthographique, pragmatique et 
sociolinguistique) sur lequel tout enseignant peut jouer dans une démarche méthodologique 

AMI1. Dans son mémoire, il mentionne également une pléthore de ressources contrastives 

(anglais/français) sur des sites tels que le blog de Ginette Chamart. 

Autre atout, les étudiants japonais ont une longue expérience d’apprentissage de l’anglais 
et des bases linguistiques solides. L’approche contrastive de l’anglais et du français proposée 

 
1 Ou pas AMI d’ailleurs, ces similitudes entre l’anglais et le français pouvant être utilisées dans tout 
cours FLE. 



Rencontres Pédagogiques du Kansaï 2020                                       

43 
 

ci-dessus est donc opportune. Cependant, la procéduralisation de la langue anglaise parlée 

est, elle, bien moins ancrée. Vis-à-vis d’un public de locuteurs japonais, l’instructeur gagnera 
à utiliser un anglais simple, clair et concis lors des consignes et explications. 

Mais comme noté dans l’enquête plus haut, il faudra s’assurer que les étudiants japonais 

aient un niveau d’anglais suffisant pour se sentir valorisés par son emploi en cours. Je ne 

m’imagine pas reconduire ce type de cours AMI dans une faculté autre que celle d’études 
internationales, l’anglais étant une matière clé pour leur admission. Les facultés d’art, 

d’ingénierie ou encore d’éducation physique par exemple, se prêteraient peu, il me semble, 

à ce genre d’exercice.  

Les étudiants en études internationales ont, de surcroit, une image plutôt positive des 
langues étrangères. Toutefois, la représentation qu’ont les Japonais en général de la langue 

anglaise est plutôt dichromatique, selon qu’ils ont vécu une expérience positive ou un échec 

avec la langue lors de leurs années scolaires. Une approche sécurisante et non pénalisante à 

l’égard de leur anglais aide grandement à les faire se sentir à l’aise dans ce bain linguistique 
inédit anglo-français. 

Du côté des ressources. D’avoir pu adapter le manuel Moi, je… Communication en anglais 

fut une aubaine pour instaurer un climat d’apprentissage plurilingue et multiculturel. Dès le 

premier cours les étudiants ont pu induire des transferts de l’anglais vers le français par 
l’outil même qu’ils avaient en main : un manuel sans aucun japonais, uniquement avec de 

l’anglais juxtaposé à du français. Il s’ensuit que le langage métalinguistique employé par les 

étudiants se tournait naturellement vers l’anglais dans des questions telles que « Comment 

on dit – university – en français ? » ou « Je voudrais dire – I am 19 – en français ». Les 
étudiants se sont pris au jeu, et ce n’est qu’en de rares circonstances qu’ils ont eu recours au 

japonais. Lors du premier semestre, ils pensaient d’ailleurs que je ne parlais pas du tout 

japonais, mais n’ont pas pour autant abusé du japonais par la suite. 

Du côté de l’enseignant. Il va sans dire qu’une précondition pour un cours de français en 
anglais, est une maitrise suffisante par l’enseignant de la langue médiatrice. Presque tous les 

professeurs de français de l’université de Tsukuba se sont justement opposés à l’instauration 

de ce système du seul fait qu’ils ne se sentent pas aptes à communiquer efficacement en 

anglais ni capables de tirer avantage des rapprochements possibles entre les deux langues. 
De surcroit, à l’hégémonie de l’anglais, certains enseignants de FLE, qu’ils soient japonais 

ou non, opposeront partiellement ou entièrement tout recours à l’anglais et d’autant plus s’il 

est systématique comme dans une classe AMI. 

 Il me semble donc qu’une instauration forcée de classes AMI au Japon pour le français 
(et par extension pour toutes les langues étrangères) nuirait grandement à la qualité de 

l’éducation et aurait un impact négatif sur l’apprentissage des élèves, d’autant plus que 

l’accès à des méthodes anglais/français adaptées à un public japonais est tout à fait inexistant. 

Aucune formation professionnelle n’existe non plus pour préparer les enseignants de L3 à 
ce type d’enseignement et chacun est donc livré à ses propres artifices s’il s’aventurait à 

tenter l’expérience. Les instances décisionnelles universitaires n'ont souvent pas d'attentes 

réalistes quant au niveau de ressources et d'engagement nécessaires pour mettre en œuvre 
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efficacement des cycles incluant l’AMI (Ng Chin Leong, 2017) et a fortiori encore moins 

pour des cours de langues étrangères. 
 Pour ma part, j’ai eu la chance de pouvoir réunir toutes les conditions favorables pour 

monter un tel cours et en faire une expérience positive et constructive pour les étudiants et 

moi-même. 

 Je rejoins cependant les inquiétudes suscitées par la propagation tous azimuts des cursus 
AMI, non seulement au Japon mais de par le monde (Phillipson, 2008). On ne peut ignorer 

son impact sur la diversité linguistique, sur la justice sociale ou encore sur l'apprentissage 

des élèves. Cependant, lorsque les circonstances sont favorables et indiquées, je ne pourrai 

qu’encourager les collègues motivés à s’y essayer et c’est dans cet état d’esprit que j’ai choisi 
l’acronyme AMI, incitation à une réconciliation avec notre amie et cousine, la langue 

anglaise. 
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はじめに 

昨今のフランス語教育では「聞く、話す」活動に焦点が当てられる傾向にあるが、それと表

裏一体である「書く」活動も等閑に付してはならない。しかし初級者に初めから長文を書かせ

ることは困難である。そこで筆者 4 名は、気軽に短文を「書く」ツールである Twitter を授業に

導入してみた。すると学習者たちは、Twitter という手軽で開かれた場を利用して、他の学習者

の投稿に触発され、「本物」のフランス語にも触れる喜びを味わいながら、能動的かつ継続的な

発信を行うようになった。他方で、Twitter の特質を授業に適応させきれない場合もあった。本

稿では、それらの具体的な事例を教員ごとに紹介し、短文形式による発信の成果と限界につい

て考察する。その中で、Twitter を授業に導入するにあたっての具体的な手順や注意点にも触れ

た。フランス語初修者に楽しく学んでもらう工夫を考える際の一助となれば幸いである。 

 

Twitter で楽しむフランス語 

村上 舞 MURAKAMI Mai 
 

筆者は大学の第二言語初級授業を主に担当している。授業を通して気づいたことは、フラン

ス語に対する難しさに直面した瞬間から、フランス語に苦手意識を感じ、新しい外国語を学ぶ

楽しさを、またその醍醐味を、学生は味わえてないのではないか、ということだった。 

とはいえ、終始フランス語に抵抗感を抱いているかと言えば決してそうでなく、学生自身が

見聞きして知っている語彙が出てくると、学生は前のめりの反応を示すのである。そのフラン

ス語に対する前傾姿勢を保ちながら、フランス語を学ぶ楽しさを感じてほしいと思い、筆者は

授業で学んだフランス語の語彙・文法を用いて、短文を Twitter で発信してみよう、と提案する
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ことにした。つまり、Twitter を授業の内容の実践の場として紹介するという試みである1。 

具体的には、毎回の授業冒頭に教科書で学んだ文法事項・語彙を用いて筆者が作ったフラン

ス語の短文を紹介した。その筆者の例文を参考に自由に文を書き換えて Twitter に発信するこ

とを学生に促した。フランス語で Twitter に投稿した学生には、筆者が直接 Twitter 上にフラン

ス語でコメント、もしくは簡単なフランス語で質問を投げかけるなどし、フランス語で学生と

やりとりをした。Twitter が学習の現実的訓練の場となるように投稿への返信を工夫した。 

その結果、最初の頃は筆者の例文を機械的に反復する投稿に留まっていた学生が、他の学習

者の Twitter の投稿に刺激を受け、教科書や辞書で調べて、自分の日常をフランス語で発信する

までに成長した。またその投稿に対し学習者同士がフランス語でコメントをして楽しむ様子が

Twitter 上で見られ、学習者間の対話という積極的活動を生み出すことに繋がった。 

以上が学習者における効果であるが、当初筆者のねらいは、短文投稿を特徴とする Twitter を

通じて授業で習得した内容を発信させることで、アウトプットする気軽さや手軽さを感じても

らい、学習を段階的に習慣化させ、それによる自信を付けさせてフランス語学習への楽しみや

意欲を学生に与えることだった。確かに「Twitter をしていない学生に対するフォローはどうす

るのか」、との指摘もあるだろう。しかし少なくとも、フランス語初級授業で Twitter を用いた

ことは、教師と学生の双方向のコミュニケーションだけではなく、教室活動を越えて、他のフ

ランス語学習者とフランス語の楽しさを共有する機会が生まれるという多方向のコミュニケ

ーションのツールとして有効に機能したのではないだろうか。今後はフランス語既修者が学習

を継続するために、学習を促進すると期待される SNS ツールの手軽で効果的な利用法の工夫

を検討していきたい。 

 

短文発信を通じて学ぶフランス語 

モクタリ・シルヴァン MOKHTARI Sylvain 
 

外国語の先生が期待するのは、アクティブな学生ではないだろうか。クラスで積極的に参加

する学生の姿はもちろんであるが、授業後も、外国語の勉強をし続ける学生がいてくれたら、

それ以上の喜びはないと思う。だが、どうすればそのような学生を増やすことができるのか、

難しいながらも、考えるべきである。解決方法を探る先生は少なくはなく、私の場合は、日本

の大学でフランス語を教えていて、フランスの文化も紹介している。例えば、今人気のある歌

手の曲を聞かせてあげたり、映画を視聴したりする。「嬉しい」「もっと知りたい」という声も

毎年聞かれる。ところが以上は、大学の授業に限られた話である。 

結論から話をすると、大学で勉強する時間以外にも、フランス語でコミュニケーションを取

る方法はある。昨年、Twitter を道具として使い始めた先生の話を聞いて、刺激をうけ、Twitter

を見てみたら、知らない学生がフランス語で沢山投稿をしていた。一般ユーザーと思い、自然

に返事をしてみた結果、学生から「嬉しい」という返事が来た。そこで、クラスの壁は越えら

れると私は感じた。毎日、Twitter のアプリケーションを開き、投稿した学生もいた。頻繁にや

り取りしたところ、ある学生は自分の嬉しい気持ちや悩みなど心を開いて、話をしてくれた。

思いがけない絆が生まれた一例である。 

 
1 坂巻洋子（2018）『フランス語日記』三修社。フランス語学習ツールとして三修社「フラン

ス語日記 Twitter」を紹介させていただいた。https://mobile.twitter.com/monfrancais5922 
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教室にいるより、インターネットになると、なぜ学生はもっと積極的にプライベートなこと

まで話をするのかを考察していきたい。本論考の題名は「短文発信」であるが、その短文とい

うのは、先生からの指示（メッセージの内容や書き方等）もなく、学生は自分の言葉で、自分

が言いたいことを自由に発信するというものである。それは、クリエイティブな活動に相当す

ることだと言えるだろう。言語的なゲームなどの専門家であるフランシス・デビセールは、« On 

s’est alors aperçu que des apprenants jeunes, même des débutants avec un faible niveau et 
de faibles moyens, pouvaient prendre du goût et s’exercer à la créativité sans attendre d’avoir 
200 heures d’enseignement2 » と語った。学習者のレベルやメッセージの媒体と関係なく、

最低限の道具こそ、学生のクリエイティブなメッセージを生むのだ。 

私も、自分が教えている大学の大学生に紹介し、今年度 Twitter でメッセージを投稿してもら

う予定である。大学だけではなく、アンスティチュ・フランセ関西（外国語学校）でも、同様

に取り組みたい気持ちはある。しかし、学習者の中には高齢の方もいるので、その辺りの配慮

は必要であろう。そのようなバリアがある時、「高齢者の方は Twitter を使ってどのように発信

できるのだろうか」。この点について今後考察していきたい。 

 

短文発信で楽しむフランス語の世界 

鈴木 真太朗 SUZUKI Shintaro 

 

初級フランス語の授業を大学で担当し始めた論者は、当初、フランス（語）に多少の関心が

ある方を受講生として想定していた。確かに、「フランスに留学したい」などの積極的な理由で

受講する学生もいる。だが実際は、そのような学生だけではなく、むしろ、「選択必修だから」

などの消極的理由でフランス語を受講する学生も珍しくはなかった。積極的な理由であれ、消

極的な理由であれ、数ある外国語の中からフランス語を選択する学生に、それを学ぶ楽しさを

少しでも伝える方法はないだろうか。この問題については豊富な先行研究があるが、今回論者

は「書く」という側面からこの問題へのアプローチを試みた。具体的には、「授業で学んだ語彙

や表現を用いて日々の出来事を呟いてみよう」と受講生に提案したのである3。以下、この試み

の成果と課題について簡潔に記す。 

身体など、伝達を助ける手段が豊富な「話す」ことに比べ、「書く」ことには言葉以外頼るも

のが無い4。ましてやフランス語である。短文とはいえ、初修者には難しいと思われるかもしれ

ない。だが「文字を入力するだけという手軽さ」や「気晴らしの場」といった Twitter の特長を

生かしたところ、意外にも後述の成果が得られた。 

導入手順はおよそ次の通りである。先ず、Twitter 仏作文に関心のある学生に対し、授業で学

んだ語彙や表現を使って例を示す。それに倣い短文で呟いてもらう。この際、文法を過度に気

にせずに学んだことを活かして呟いてみる、短くて良いので継続的に発信する、という二点を

特に意識するよう助言する。定期的に学生の呟きを（当人の了解を得て）授業中に紹介し、よ

く書けている点を褒めたり、必要に応じて添削したりする。 

 
2 Debyser, F. (2000). Le BELC : un entretien avec Francis Debyser. Le BELC a 40 ans. Sèvres, CIEP, 
17-18. 
3 その際ツールとして、三修社の「フランス語日記 Twitter」（https://twitter.com/monfrancais5922）
を提案した。 
4 中村啓佑・長谷川富子（1995）『フランス語をどのように教えるか』、駿河台出版社、101 頁。 
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こうした取り組みを重ねるうちに、最初は教科書的な文しか書けなかった学生が、授業で扱

っていないはずの語彙や表現、文法を使って、独創的な呟きをすることが増えていった。フラ

ンス語に無関心だったある学生も徐々にフランス語学習を楽しむようになっていった。発信し

続けることで彼は、フランス語ネイティブ5からコメントをもらうという、教室だけでは得難い

経験をしたのである。 

全受講生が上記の取り組みに賛同し、参加してくれたわけではない。それ故全受講生がアク

ティヴになったとまでは言えない。だがこの取り組みに参加してくれた学生の中には、履修を

終えた今でも継続的にフランス語で呟き、学びを続けている学生や、仏検などの外部試験に積

極的に挑戦している学生もいる。また、「フランス語は楽しい」という雰囲気がクラスに醸成さ

れたのも事実だ。短文発信を通じたフランス語学習はこのように、授業に変化を持たせる上で

補完的役割を成す場合がある。 

確かに以上の試みには、有用性の統計的検証や中上級者を対象とする検証など、課題は残る。

しかし、しばしば外国語発信力における課題を指摘される日本人学習者、とりわけ初修者の発

信型の訓練においては、まず Twitter などを通じた疑似発話的仏作文で自信をつけさせ、それを

基盤にして正確な発音や実際のフランス語会話への関心を持たせる、という方向性は有効では

ないか。また近年は、インターネットの普及により、コミュニケーションは音声よりも、かえ

って文字の方にシフトしている。より身近な会話的文字表現にまず慣れさせ、そこからより高

度な文章作成の方へ誘導していくという方向性も考えられるのではないだろうか。 

 

短文発信の限界 

玉田 優花子 TAMADA Yukako 
 
筆記試験が得意な学生と、グループワーク等の活動に積極的な学生との間には、必ずしも有

意な相関関係があるとは限らない。このように考える筆者は、「読む・書く・聞く・話す」の 4

技能をバランスよく扱うことを授業の方針としている。中でもいわゆる仏作文をすることと、

Twitter で呟くということは、同じ「書く」活動とはいえ、性格は大きく異なる。日記的に短文

を作成し呟く「Twitter 仏作文」の特質を利用すれば、より多くの学生が「書く」ことへの苦手

意識を克服し、延いては外国語学習の最終目的であるコミュニケーション能力6をも自然と取

得することができるのではないかと目論見た筆者は昨年、Twitter 仏作文を授業に導入してみた。

ところが筆者の担当した授業の場合、これは上手く機能しなかったと言える。その具体的な状

況について、とある工業系大学の初年次 2 クラス計 28 名の例を取り上げ、以下に記述する。 

導入方法としては、半期で全 15 回の授業のうち数回が終了した頃、『フランス語日記7』を紹

介した。その際 Twitter 仏作文の利点として、以下の 3 点を挙げた。この書籍の帯にあるように

 
5 次の論文では、外国語初修者に、「本物」（ネイティブのフランス語実践）を提示する必要性

が説かれている（伊川徹（2019）「私の視聴覚道具箱」、『RENCONTRES』、第 33 号、32 頁）。 
6 ネッテンとジェルマンの研究によれば、外国語学習は、第一に知識（語彙、法則、活用等）

を取得し、第二に得た知識を練習問題によって定着させ、最後にそれをコミュニケーション

活動における使用に転移させる、という 3 段階の過程を経る。Netten, J. & Germain, C. (2012). A 
new paradigm for the learning of a second or foreign language: The neurolinguistic approach, 
Neuroeducation, 1(1), 88. 
7 坂巻洋子（2018）『フランス語日記』三修社。 
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「会話と違っていくらでも時間を掛けられる」のが文章を書く際の大きな利点であること、

Twitter は教科書的な純粋培養の例文とは異なり「生きたフランス語」のひしめく場であること、

ツイートのための短文作成は自己の模索と表現に繋がること、である。またプライバシーを考

慮し、例えば架空のフランス語名を設定して、専用のアカウントを開設すること等も提案した。

以降の授業では、その日の学習内容に関連した『フランス語日記』の例文並びにその応用例を

提示し、復習も兼ねてツイートをしてみることを促した。 

上記の呼びかけに反応し、本書を購入した学生は 8 名いた。専用アカウントであればやって

みたいと意欲を見せた学生や、公式アカウントをフォローして閲覧していることを告げてくれ

た学生も複数名いた。しかし、実際にツイートという行動に至った者はひとりもいなかった。 

この原因を探るため、半期振り返りの一環として、Twitter 仏作文に係るヒアリングを実施し

た。手順としては➀Twitter 仏作文導入への賛成・反対とその理由を用紙に記入してもらった後、

➁導入する場合にはどのような形が望ましいかをグループで議論し、発表してもらった。 

結果は、➀では賛成が 11 名、反対が 6 名、条件付き賛成が 11 名であった。賛成者の主な理

由は、時代に合う、気軽に関わりやすい、文章作成には「考えたり調べたり」する作業が求め

られやりがいがある、「例文が無限に広がる」等であった。反対者の理由には、Twitter をやっ

ていない、やっているが閲覧しかしない、プライベートなものである SNS を授業と結びつけて

ほしくない、文法の誤りがログとして残るのが恥ずかしい等があった。条件付き賛成者は、

Twitter は勉強の意欲が出ないときでも気軽に使えそうだが、アカウントがばれるのが嫌だとい

う理由や、行き過ぎた使い方でなければよいと思うが、個人情報の流出には十分注意を払って

ほしいという理由を挙げた。ここで重要なのは、総じて一定数の者が形式的な賛成を示すのに

対し、実際には誰もツイートを行わなかった点である。➁では、「ツイートしたい一文を日本語

で作成するので、各部分に 4 択を与えて課題にしてほしい」という示唆的な要望が出された。 

以上が、筆者の導入事例において浮き彫りになった Twitter 仏作文の限界である。確かに、ス

ペルミスへの懸念のフォローなど、教員側の配慮が足りなかったことは否めない。しかし、必

ずしも Twitter 仏作文に頼らなくとも、「書く」活動を効果的に展開する余地はあるのではない

だろうか。学んだ知識を活用したコミュニケーションを促すために、Twitter 仏作文がどの程度

の役割を演じることができるかについては、今後の課題としたい。 

 

おわりに 

以上の論考は、「書く」ことを軸に置き、Twitter という SNS ツールを授業で活用した例と、

そこから導き出したその有用性と可能性、また見えてきた課題を抜粋して紹介したものである。

これら Twitter 仏作文の取り組みは、授業内容の学習効果を直接的に上げることはしないかも

しれない。しかし、フランス語を学ぶことへの興味やモチベーションを学習者から少なからず

引き出すことが可能なのではないだろうか。学習者が他のフランス語学習者の存在を知り、授

業外でもフランス語を通じて他者と関わり合うという貴重な経験を得るには、Twitter でフラン

ス語を発信させることは有効な手立ての一つと言えるだろう。学習者のフランス語への関心や

親しみをさらに大きく育て、彼らをより積極的かつ創造的なフランス語学習に導くにはどうす

れば良いのか。今回は「書く」という側面に限定した、理論よりも経験を重視した考察であっ

たが、その他の技能との関連も視野に入れて、今後も考察を深めていきたい。



Rencontres Pédagogiques du Kansaï 2020                                       

50 
 

Hors thème 

 

複合過去と半過去の教授法における日本語のタ形述語 

— アスペクトと時制の弁別、その存在と不在 — 
 

 

川島 浩一郎 

KAWASHIMA Koichiro 
福岡大学 

k-kawa(at)cis.fukuoka-u.ac.jp 
 

 

 

1. はじめに : タ形記号素を経由する複合過去記号素と半過去記号素の使い分けの理解 

第二言語習得には、第一言語の影響があると想定してよい。成人による第二言語の理解は、

多くの場合、第一言語に立脚した認知的枠組みを通してなされるのが通例である。 

たとえば、複合過去記号素と半過去記号素の使い分けを日本語母語話者が学習する際は、日

本語のタ形記号素の影響を受けることが想定される。授業経験やアンケート調査によれば、複

合過去記号素の用法を、タ形記号素の用法と関連させて捉えている学習者は少なくない。タ形

記号素という用語は、「来た」や「来ていた」の「た」などを実現形とする表意単位を意味する。 

よって複合過去記号素と半過去記号素の使い分けを日本語母語話者に教授する際は、その前

提となる準備として、タ形記号素の機能を理解させることが有効である。本稿では主に、この

ことを示す。タ形記号素に関する理解が不十分であれば、その不十分さに影響を受けた複合過

去記号素と半過去記号素の使い分けについての理解もまた、不十分なものとなりかねない。 

タ形記号素の理解には、特に、アスペクトと時制の弁別についての理解が必要である。タ形

記号素は、複合過去記号素のようなアスペクト記号素でも、半過去記号素のような時制記号素

でもないからである。タ形記号素は、これらの記号素とは異なるタイプの表意単位である。 

 

2. フランス語における複合過去記号素と半過去記号素 

2.1 完了アスペクト記号素である複合過去記号素 

複合過去の動詞形には、複合過去記号素の実現形が含まれる。たとえば (1) の ai eu には、

(2) の ai には含まれない切片が含まれる。この切片は、複合過去の動詞形を特徴づける最小の

切片である。また (1) と (2) の間には、知的意味にもとづく弁別がある。よって、この切片は

記号素の実現形である。つまり、複合過去記号素の実現形であると考えてよい。 

(1)  J'ai eu peur. (A. Gavalda, Je voudrais que quelqu'un m'attende quelque part) 

(2)  J'ai peur. (B. Aubert, Transfixions) 

複合過去記号素は、事態の完了を明示するための表意単位である。たとえば (3) の est parti

には、複合過去記号素の実現形が含まれる。この動詞形によって提示された事態を、未完了の

事態として解釈することはできない。(3) は、進行中の事態でも未完了の事態でも、まだ開始

されていない事態でもない。(3) の est parti によって表現された事態は、時間軸上のいずれかの
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時点において、何らかの意味で完了していると解釈せざるをえない。 

(3)  Ludwig est parti hier. (F. Vargas, Un peu plus loin sur la droite) 

(4)  Et maintenant, il a disparu. (F. Vargas, Debout les morts) 

(5)  [...], vous m'appelez dès que vous avez fini. (B. Aubert, Descentes d'organes) 

(6)  Comment retrouver son poids idéal quand on a essayé tous les régimes ? (Elle, 7 mars 2005) 

つまり、複合過去記号素は完了アスペクト記号素である。アスペクトという用語は、大略、

事態が開始してから終焉するまでのプロセスについて、そのプロセスの一部分を表現するため

の文法カテゴリーを意味する。事態が完了していることの標示は、アスペクトであると考えら

れる。複合過去記号素は、開始から終焉に至るプロセスのうち終焉部分しか標示しない。事態

の開始を標示することもなければ、事態が進行中であることも標示しない。 

複合過去記号素は、時制記号素ではない。時制という用語は、事態がどのような時間領域に

位置づけられているのかを表現するための文法カテゴリーを意味する。実際、複合過去記号素

の使用には時間的な制約がみられない。たとえば (3) は過去時間に、(4) は現在時間に、そし

て (5) は未来時間に位置づけられた事態である。また (6) は、特定の時間領域に位置づけられ

た事態ではない。複合過去記号素は、このように、時間概念のない非時間的な概念領域を含む、

すべての時間領域に対応可能である。複合過去記号素は、時制記号素ではないからである。 

2.2 過去時制記号素である半過去記号素 

半過去の動詞形には、半過去記号素の実現形が含まれる。たとえば (7) の était には、(8) の

est には含まれない切片が含まれる。この切片は、半過去の動詞形を特徴づける最小の切片であ

る。また (7) と (8) の間には、知的意味にもとづく弁別がある。よって、この切片は記号素 (最

小の表意単位) の実現形である。つまり、半過去記号素の実現形であると言ってよい。 

(7)  Il était 21 heures. (P. Siniac, Femmes blafardes) 

(8)  Il est 21 heures. (J.-Y. Cousteau, Le monde sans soleil) 

半過去記号素は、過去時制記号素である。過去時間に位置づけられた事態について、その事

態の過去性を表示するための記号素を過去時制記号素と呼ぶ。半過去記号素は、事態を過去時

間に位置づけることに特化した表意単位である。たとえば (7) の il était ...は「過去時間におけ

る時刻」を表し、(8) の il est ...は「現在時間の時刻」を表現する。(7) と (8) の意味的相違は、

事態の時間的な位置づけが「過去時間」にあるか「現在時間」にあるかだけである。半過去記

号素の存在理由は事態を過去時間に位置づけることであって、それ以上でも以下でもない。 

(9)  [...] : quand Sartre terminait une pièce, elle était immédiatement montée, parfois par les plus 

grands. (Elle, 30 mai 2005) 

(10)  L'ambassadeur terminait une conversation téléphonique lorsque Voronkof entra dans son bureau. 

(T. Breton & D. Beneich, Softwar) 

(11)  Jadis elle était révolutionnaire, maintenant elle est dépassée. (B. Werber, Les fourmis) 

(12)  La vie était dure dans ce pays, elle l’est toujours aujourd’hui, [...]. (M. Levy, La première nuit) 

したがって半過去記号素にとって、事態が完了しているのか未完了であるのかの弁別は、非

本質的な単なる解釈の問題にすぎない。半過去記号素を用いて表現された事態は、(9) の Sartre 

terminait ...のように完了している（書き終えた）と解釈されることもあれば、 (10) の

l'ambassadeur terminait ...のように完了していない（終える途上）と解釈されることもある。(11) 

の elle était révolutionnaire のように完了した事態として解釈されることもあれば、(12) の la vie 

était dure ...のように未完了の事態として解釈されることもある（3.3 を参照）。 

2.3 アスペクト記号素と時制記号素の弁別 
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2.3.1 表意単位の成立と弁別 

表意単位の成立には、弁別が必要である。「明るい」と「明るくない」の弁別がないかぎり

「明るい」という概念は成立しない。よって「明るい」を意味する表意単位も成立しない。 

つまり表意単位は、概念を他の概念から弁別するためにある。たとえば「右」という表意単

位は「右」概念を、それ以外の概念（「左」など） と弁別するためにある。同様に「左」とい

う表意単位は「左」概念を、それ以外の概念（「右」など）と弁別するためにある。 

また、コミュニケーションにおいて概念の明確な弁別が成立するためには、表意単位が必要

である。コミュニケーションが成立するには、概念が共有される必要がある。そして概念の共

有が成立するためには、その概念を共有し表現するための表意単位が必要である。 

したがって「表意単位が存在すること」は「複数の概念が弁別されていること」と、いわば

同義であると言ってよい。「右」および「左」という表意単位が存在するには「右」概念と「左」

概念が弁別されていることが必要である。コミュニケーションにおいて「右」概念と「左」概

念が弁別されるためには、これらの概念を共有し表現するための表意単位が必要である。 

2.3.2 複合過去記号素と半過去記号素の弁別 

複合過去記号素および半過去記号素が存在するのは、これらの間に弁別があるからである。

表意単位の成立には、概念的な弁別が必要である（2.3.1 を参照）。複合過去記号素は、完了ア

スペクト記号素である（2.1 を参照）。半過去記号素は、過去時制記号素である（2.2 を参照）。 

すなわち複合過去記号素と半過去記号素は、互いからの弁別を含意した存在である。表意単

位は、概念を他の概念から弁別するための存在だからである（2.3.1 を参照）。複合過去記号素

の存在は半過去記号素との弁別を前提にする。半過去記号素の存在は複合過去記号素との弁別

を前提にする。両者の間に弁別がなければ、これらの表意単位の存在意義に変化が生じる。 

 

3. 日本語のタ形記号素とフランス語の複合過去記号素、半過去記号素 

3.1 タ形記号素の文法カテゴリー : アスペクト記号素でも時制記号素でもない表意単位 

日本語のタ形述語には、タ形記号素の実現形が含まれる。たとえば (13) の「答えた」には、

(14) の「答える」に含まれない切片が含まれる。この切片は、タ形の述語を特徴づける最小の

切片である。また (13) と (14) の間には、知的意味にもとづく弁別がある。よって、この切片

は記号素の実現形であると言ってよい。この記号素を、タ形記号素と呼ぶこととする。 

(13)  僕は答えた。（森博嗣『デボラ、眠っているのか？』） 

(14)  僕は答える。（森博嗣『デボラ、眠っているのか？』） 

日本語の述語にあっては、完了アスペクトと過去時制の弁別がない。述語が表す事態の完了

を表示することのできる表意単位は、タ形記号素しかない。また述語が表す事態を過去時間に

位置づけることができる表意単位も、タ形記号素しかない。つまり両者の間に弁別がない。 

したがってタ形記号素は、本質的に、完了アスペクト記号素でもなければ過去時制記号素で

もない。日本語の述語においては、完了アスペクトと過去時制の弁別がないからである。完了

アスペクトと過去時制の弁別がないかぎり、時制記号素との弁別を含意した完了アスペクト記

号素もなければ、完了アスペクトとの弁別を含意した過去時制記号素もない（2.3.1 を参照）。 

つまりタ形記号素は、少なくとも、フランス語の複合過去記号素や半過去記号素と等価な表

意単位ではありえない。タ形記号素の存在は、複合過去記号素や半過去記号素とは異なり、完

了アスペクトと過去時制の弁別に立脚していないからである（2.3.2 を参照）。実際、タ形記号

素には、完了アスペクト的な側面と過去時制的な側面の両面がみられる（3.2 と 3.3 を参照）。 

3.2 フランス語の複合過去記号素と日本語のタ形記号素 
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複合過去記号素の使用に、時制的な（事態の時間的な位置づけに関する）制約はない。複合

過去記号素は、時制記号素ではないからである（2.1 を参照）。 

(15)  私は一九〇一年に生まれた。（岡潔『日本のこころ』） 

(16) 「もうぜったいお腹がすいた。[...]」（樋口有介『風少女』） 

(17) 「そうなったときはそうなったときです。[...]」（長崎尚志『パイルドライバー』） 

(18)  二十歳過ぎたらただの人ってやつさ。（北川歩実『もう一人の私』） 

タ形記号素による時間的な位置づけは、過去時間への位置づけにかぎらない。タ形記号素は

過去時制記号素ではないからである（3.1 を参照）。実際 (15) は過去時間に、(16) は現在時間

に、そして (17) は未来時間に位置づけられた事態である。また (18) は特定の時間領域に位置

づけられた事態ではない。タ形記号素は、複合過去記号素と同様に、時制記号素ではない。 

複合過去記号素は、事態が未完了であることを表現することができない。あるいは、それが

非常に難しい。複合過去記号素は、完了アスペクト記号素だからである（2.1 を参照）。 

(19)  外は、雨だった。（片岡義男『ふたとおりの終点』） 

(20)  [...]、ひたすら自分を責め続けていた。（喜多喜久『ラブ・ケミストリー』） 

一方、タ形記号素は未完了の事態に対応することができる。タ形記号素は、完了アスペクト

記号素ではないからである（3.1 を参照）。たとえば (19) の「雨だった」や (20) の「責め続け

ていた」は、これらの事態が完了していることを含意していない。なおタ形記号素は、(15) に

みられるように、完了した事態に対応することもできる（3.3 を参照）。タ形記号素は、半過去

記号素と同様に、アスペクト記号素ではないと考えてよい（2.2 を参照）。 

3.3 フランス語の半過去記号素と日本語のタ形記号素 

半過去記号素は、事態を過去時間に位置づけることに特化した表意単位であると言ってよい。

半過去記号素は、過去時制記号素だからである（2.2 を参照）。 

一方、タ形記号素は事態を過去時間に位置づけることに特化した表意単位ではない。タ形記

号素は、過去時制記号素ではないからである（3.1 を参照）。タ形記号素による時間的な位置づ

けは、複合過去記号素と同様に、過去時間への位置づけにかぎらない（3.2 を参照）。 

半過去記号素には、事態が完了しているか未完了であるかの弁別がない。半過去記号素は、

事態を過去時間に位置づけることに特化した過去時制記号素だからである（2.2 を参照）。 

(21) 「付き合ってるんじゃないよ。過去形。正確には、付き合ってた」（辻村深月『水底フ

ェスタ』） 

(22)  彼女は自分の恋人だった。今もそうだし、一年前もそうだった。（東野圭吾『パラレル

ワールド・ラブストーリー』） 

タ形記号素にも、事態が完了しているか未完了であるかの弁別はない。タ形記号素は、完了

アスペクト記号素ではない（3.1 を参照）。実際、タ形記号素は完了した事態にも、未完了の事

態にも対応することができる（3.2 を参照）。たとえば (21) の「付き合ってた」は、発話時点

でも付き合いが継続していることを含意しない（付き合いは完了した）。他方 (22) の「恋人だ

った」は、発話時点でも恋人である状態が続いていること（未完了であること）と矛盾しない。 

 

4. おわりに : 複合過去記号素と半過去記号素の使い分けに関する教授法的観点から 

何を弁別して何を弁別しないかが、言語によって異なることがある。フランス語では、たと

えば、名詞記号素の実現形を可算的に扱うか不可算的に扱うかに弁別がある。日本語に、その

ような弁別はない。第二言語習得には、様々な弁別の有無を学習するプロセスが含まれる。 

つまり第二言語習得においては、第一言語にない弁別をあらたに学習する必要が生じる場合
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がある。反対に、第一言語にある弁別を無視することに慣れる必要が生じることもある。 

フランス語の複合過去記号素と半過去記号素の間には、それらがアスペクト記号素であるの

か時制記号素であるのかという文法的な弁別がある。複合過去記号素は、完了アスペクト記号

素である（2.1 を参照）。半過去記号素は、過去時制記号素である（2.2 を参照）。 

よって複合過去記号素と半過去記号素の使い分けには、少なくとも次の三種類の弁別が関与

する。(a) 事態を完了したものとして表現する必要があるのか、その必要がないのかというア

スペクト的な弁別。(b) 事態を過去時間に位置づける必要があるのか、その必要がないのかと

いう時制的な弁別。(c) 事態をアスペクト的に表現するのか時制的に表現するのかの弁別。 

一方、日本語のタ形記号素にはアスペクトと時制の弁別がない。タ形記号素の使用には、複

合過去記号素と同様、時制的な制約がない（3.2 を参照）。タ形記号素は、半過去記号素と同様、

完了した事態の表現にも未完了の事態の表現にも対応ができる（3.3 を参照）。タ形記号素は、

完了アスペクト記号素でもなければ過去時制記号素でもない表意単位だからである（3.1 を参

照）。タ形記号素の実現形を含む述語は、ようするに、完了形でもなければ過去形でもない。 

(23)  Et alors... il a été gentil. (M. Dugowson, Mina Tannenbaum) 

(24)  Pauvre garçon, il était gentil. (S. Brussolo, La nuit du venin) 

このようなタ形記号素についての理解は、日本語母語話者にとって、複合過去記号素と半過

去記号素の使い分けを理解する際の助けとなりうる。タ形記号素を完了アスペクト記号素であ

ると誤認しても過去時制記号素であると誤認しても、その誤解を複合過去記号素と半過去記号

素の間にある（アスペクト的かつ時制的な）弁別に対応させることはできない。実際 (23) と 

(24) をタ形記号素を用いて等しく「優しかった」と解釈、和訳できてしまうのは、タ形記号素

に、複合過去記号素と半過去記号素の間にある弁別が欠けているからに他ならない。そのため

授業において、この弁別の存在を（学習者も教員も）不問に付してしまうことになりがちであ

る。「優しかった」の仏訳に複合過去か半過去かの選択肢があることも、曖昧化しかねない。 

したがって、複合過去記号素と半過去記号素の使い分けを日本語母語話者に教授する際には、

その準備段階として、アスペクトと時制の弁別を明確に理解させることが有効だと考えられる。

日本語において過去表現のツールとして多用されるタ形記号素に、アスペクトと時制の弁別が

欠如しているからである。アスペクトと時制の弁別を理解することは、日本語母語話者にとっ

て、複合過去記号素と半過去記号素の使い分けを学習するための出発点だと言ってよい。 

このためには、アスペクトと時制の弁別を要領よく理解させる目的のタスクの研究、開発が

望まれる。実際（英語での現在完了形と過去形の弁別として概略に触れてはいても）アスペク

トと時制の違いを理解できていない学習者は少なくない。この弁別の理解を難しいと感じる学

習者も意外に多い。母語にあるタ形述語を、過去形としてのみ捉える学習者も少なくない。 
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 2020 年度大学入試改革はメディアを賑わせるとともに関係者の不安を募らせてきた。改革に

あたり、英語民間テストや記述式問題の導入計画およびその延期が世の注目を集める一方、英

語以外の外国語試験についての報道は皆無であり、その存在さえ一般にはほとんど知られてい

ないように思われる。「外国語と言えば英語」を前提とした議論の在りようには危機感を抱か

ざるを得ない。 

そこで本稿では、中等教育での外国語学習の位置づけや大学入試を多様に保つことの意義に

ついて今一度検討・確認することを目指す。以下に大学入試改革の経緯を概観したのち、フラ

ンス語受験の現状と今後について確認し、中学高校における英語以外の外国語学習の意義を考

える。最後に大学の対応に関する課題を提起する1。 

 

1．大学入試改革の経緯 

大学入試センター試験が 2019 年度（2020 年 1 月）の実施を最後に廃止され、2020 年度（21

年 1 月）から「大学入学共通テスト」に移行する。この移行にあたり、文部科学省は新たに国

語と数学に記述式問題を導入し、英語民間試験の成績を利用する仕組み「大学入試英語成績提

供システム」を設けることを予定していた。しかし制度の不備が相次ぎ指摘されたことを受け、

2019 年 11 月の文部科学大臣の発表によりこれらの予定は見送られ、2024 年度からの導入を目

指し、1 年をかけて新たな制度を検討することとなった2。 

英語民間試験利用の目的は、「グローバル化が進展する中で、英語によるコミュニケーショ

ン能力を身に付けることは大変重要である3」という理念のもと、「読む・聞く・話す・書く」

の 4 技能を評価することにある。大学入試センターが実施する試験では「話す」「書く」につい

ての評価が困難であるため、7 種類の民間資格・検定試験を認定し、受験生は高校 3 年次（4 月

～12 月）にそのいずれかを受検する。ヨーロッパ言語共通参照枠（CEFR）に基づく 6 段階で

評価されるこれらの試験の成績は、国のシステムを通じて受験先の大学に送られることになっ

 
1 以下 1，4 を小松、2 を松木、3 を古川が担当した。 
2 2019 年 12 月から検討会議が開催されている。文部科学省「大学入試のあり方に関する検討会議について」

<https://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chousa/koutou/103/index.htm>。 
3 文部科学大臣メッセージ <https://www.mext.go.jp/content/1422381_01.pdf>。 
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ていた。なお、移行期間（2020～23 年度）については外部民間試験の利用と並行して、共通テ

ストとしての英語試験も実施されることとなっていた（各大学の判断で共通テストと認定試験

のいずれか、又は双方を選択利用することが可能）。 

では、英語以外の外国語についてはどのような扱いとなるのか。これまでセンター試験の外

国語科目としては英語のほか、ドイツ語、フランス語、中国語、韓国語が受験可能であった4。

毎年約 50 万人のセンター試験受験者のうち、圧倒的多数は英語を選択し、他の外国語を選ぶ

者は少ない5。フランス語受験者は 100 人強である（2017 年 109 人、2018 年度 102 人、2019 年

度 121 人）。 

2020 年度以降について、文科省は、「英語以外の外国語の試験については、平成 35 年度（2023

年度）までは、英語と同様、共通テストにおいて実施する6」（2017 年 10 月）としていた。こ

の背景に、日本独文学会による文部科学省と内閣官房にあてた要望書提出（2017 年 2 月）があ

ったことを指摘しておきたい。このなかで、同学会は「一、学習指導要領の科目としての、英

語以外の外国語の存続のための配慮。一、大学入学希望者学力評価テスト（仮称）における多

言語選択（最低でも現行のフランス語、ドイツ語、中国語、韓国語の 4 言語）の実施。」等を

要望している7。 

しかし、2023 年度以降にこれら 4 言語の扱いがどうなるかについての展望は何ら示されて

おらず、関係者にとって不安な状況が続いている。仏検等の民間試験の利用についても一切検

討は始まっていない模様である。また 2023 年までは共通テストに外国語が維持されることが

明言されているものの、センター試験から共通テストへの移行にあたり、英語リスニング試験

の配点が増しており8、リスニングを実施しない他の外国語について不利な状況が生まれるこ

とが危惧される。 

センター試験は国公立大学受験において必須であるほか、私立大学での利用も年々増加して

いる。共通テストへの移行に合わせて、各大学は入試制度改革を進めており、各大学個別試験

での外国語の扱いに今後どのような変更があるのかが注視される。 

 

2. フランス語受験の現状と今後 

 一連の大学入試改革の影響で、入試の外国語科目の位置づけはいま、大きく変わりつつある。

本章では、すでに英語以外の外国語科目について変更を決定したいくつかの大学を例に挙げ、

課題や今後のあり方について検討していく。 

 まず、国公立大学では、名古屋大学が、2021 年度入試より全学部で個別学力検査の外国語科

目を英語のみとし、ドイツ語・フランス語・中国語科目を廃止する9。これは旧帝大の中で唯一

 
4 1979 年にはじまった大学共通第 1 次学力試験（いわゆる共通一次試験）での外国語科目は、英語、ドイツ語、

フランス語であった。1990 年からの大学入試センター試験でもこれら 3 科目が維持され、1997 年からは中国

語、2002 年からは韓国語が追加された。 
5 2019 年度入試（2020 年 1 月実施）受験者数：英語筆記 518,401 人、ドイツ語 116 人、フランス語 121 人、

中国語 667 人、韓国語 135 人、英語リスニング 512,007 人。大学入試センター「受験者数・平均点の推移（本

試験）」<https://www.dnc.ac.jp/center/suii/h30.html>。 
6 文部科学省「大学入学共通テスト実施方針策定に当たっての考え方」<https://www.mext.go.jp/component/ 
a_menu/education/micro_detail/__icsFiles/afieldfile/2017/10/24/1397731_002.pdf>。 
7 日本独文学会「要望書」<http://www.jgg.jp/pdf/updata/Petition_20170317.pdf>。 
8 共通テストでは、リーディング 100 点、リスニング 100 点の配点となる。センター試験では筆記 200 点、リ

スニング 50 点であった。 
9 名古屋大学「個別学力検査における英語以外の外国語試験の廃止について」<http://www.nagoya-u.ac.jp/admi
ssion/upload_images/20180409%20gaikokugohaishi.pdf>。 
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の変更だ。同じく東京外国語大学でも、2021 年度入試以降、英語以外のすべての外国語科目 

10

を廃止する。その代わり、推薦入試で「高等学校等で英語以外の多様な外国語を学び、その学

習成果を上げている生徒を積極的に評価し受け入れていく11」という。 

 一方、私立大学では、慶應義塾大学法学部が、2022 年度一般入試より、ドイツ語・フランス

語の試験を廃止する。今後は、FIT 入試（いわゆる AO 入試）で、「卓越した外国語能力・多言

語能力」を「優れた実績」として評価していく12。また、明治大学総合数理学部でも、2021 年

度の全学部統一試験より、外国語選択科目からドイツ語とフランス語を廃止し英語のみとす

る 

13。 

 このうち注目すべきは、東京外国語大学と慶應義塾大学法学部の変更だ。両校では、英語以

外の外国語科目を一般入試から外し、推薦入試または AO 入試での能力判定に移行する。加え

て、その要求レベルも危惧される。慶應法学部はまだ明らかにしていないが、東京外国語大で

は出願要件を CEFR の B2 レベル以上に設定している14。これは、すでに 2018 年度入試よりド

イツ語・フランス語科目を廃止し、推薦入試等の出願要件を仏検準 1 級や DELF B2 などとし

た一橋大学と同様である15。だが、推薦入試や AO 入試が、一般入試に代わり国内の英語以外

の第 1 外国語学習者が受験できる唯一の試験となることを考えると、CEFR B2 は果たして妥当

なレベル設定といえるのだろうか。 

 というのも、学習指導要領では、英語以外の外国語を扱う場合、英語に「準じて指導を行う 

16」

ことになっている。そして、文部科学省の「第 3 期教育振興基本計画」によれば、英語につい

ては平成 34 年度（令和 4 年度）までに、中学校卒業段階での CEFR A1 レベル達成者と高校卒

業段階での A2 レベル達成者の割合を 50％にするという17。また、「生徒の英語力向上推進プラ

ン」では、平成 36 年度（令和 6 年度）ごろを目途に、B1 から B2 レベルの到達者を 10％程度

にすると掲げている18。このことから、CEFR B2 というレベル設定では、第 1 外国語としての

フランス語学習者も到達は容易でないことは明らかだ。入試改革に伴う各大学の対応は、英語

以外の外国語学習者に対し広く門戸を開いているとは到底言い難く、むしろ受験機会すら一部

の優秀な者にしか与えていないと言わざるを得ない状況である。 

 こうした対応の背景には、中央教育審議会の諮問書「新しい時代の初等中等教育の在り方に

ついて」があると考えられる。当該諮問書のうち、高等学校教育のあり方に関する記述を見る

と、「特定分野に特異な才能を持つ者（中略）に対する指導及び支援の在り方など、生徒一人一

 
10 フランス語、ドイツ語、スペイン語、中国語、朝鮮語。 
11 東京外国語大学「2021 年（令和 3 年）度の推薦入試及び前期日程試験について」<http://www.tufs.ac.jp/adm
ission/navi/exam/guidelines/202133.html>。下線は本論論者による。 
12 慶應義塾大学法学部「2022 年度法学部一般入試における一部科目の廃止および 2022 年度法学部 FIT 入試

における変更点について（予告）」<https://www.keio.ac.jp/ja/admissions/news/files/2019/6/14/20190614_law.pdf>。
下線は本論論者による。 
13 明治大学「2021 年度『全学部統一入学試験』の選択科目の一部廃止について」<https://www.meiji.ac.jp/ims/
news/2019/6t5h7p00001s7m3s.html>。 
14 国際社会学部の場合、英語以外の外国語で出願した者は、英語も B1 レベルを求められる。 
15 一橋大学「平成 30 年度の入学者選抜について」<https://daigakujc.jp/c.php?u=00047&l=04&c=00332&PHPSE
SSID>および「令和 2（2020）年度一橋大学推薦入試募集要項」<http://www.hit-u.ac.jp/admission/pdf/R2suisen_y
oukou.pdf>。 
16 文部科学省「高等学校学習指導要領（平成 30 年告示）」<https://www.mext.go.jp/content/1384661_6_1_3.pd
f >。 
17 文部科学省「第 3 期教育振興基本計画における指標・施策群の考え方について（基本的な方針②）」<https:
//www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo14/shiryo/__icsFiles/afieldfile/2017/07/25/1388513_06_1.pdf>。 
18 文部科学省「生徒の学力向上プラン」<https://www.mext.go.jp/a_menu/kokusai/gaikokugo/__icsFiles/afieldfile/2
015/07/21/1358906_01_1.pdf>。 
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人の能力、適性等に応じた指導の在り方19」を検討するよう求めている。つまり、東京外国語

大および慶應義塾大は英語以外の外国語能力を「特異な才能」とみなし、それを「卓越した能

力」や「優れた実績」、あるいは「学習成果」として評価しようとしているのではないだろうか。 

 現状の改革方針では、外国語を「英語」と「英語以外の外国語」に二分し、英語に一層強固

な覇権を握らせかねない。加えて、こうした二分論は CEFR の掲げる複言語・複文化の理念と

もかけ離れる。英語以外の外国語能力を身につけた者を「異質な者」とみなすことは、さまざ

まな言語学習歴を持つ学習者の受け皿をなくすものであり、グローバル化の流れに逆行する。

世界で活躍する人材を育むのであれば、むしろ、第 1 外国語や第 2 外国語でフランス語を学ん

できた者たちを尊重し、入試という場でも積極的に受け入れていく必要があるだろう。そのう

えで、大学進学後も個々のレベルに応じて継続的に学べる環境を整えることが大切になる。多

様な言語観を持つ者こそが、今後の国際社会では求められるはずだ。 

 

3. 中高における外国語教育の意義について 

現在、日本の中学・高校における外国語教育と言えば専ら英語であり、その他の外国語を学

ぶことは非常に稀である。しかし「外国語教育＝英語」と決めつけてしまうことは以下 2 つの

点から見て望ましくない。第一に、世界には非英語圏の方が多いのでそれらの国や地域につい

て英語だけで全てを理解しようとすることは難しいということだ。言語とは世界の見方・価値

観・文化であり、異なる言語を学ぶことで体得できる価値観や文化があるからだ。第二に、多

様性への不寛容という点だ。英語だけを外国語とすることで世界に多くいる英語以外の言語を

話す人の存在を無視する形になりかねない。また少数ではあるものの、日本にも英語以外の言

語を主として学んできた人もいる。外国語を英語だけに限定することにより、それらの人々を

排除してしまう危険性をはらんでいる。 

そのようなリスクを軽減するために英語以外の言語を学ぶことは重要だ。そのメリットは他

にもある。世界には非英語圏の方が多いことから、例えば英語では書かれていない文献、とい

った資料も多く存在する。そのため英語以外の言語を学ぶことで英語で書かれていない資料へ

のアクセスが可能になり、英語だけを学んできたという状態よりもさらに多くの情報を得るこ

とを期待できる。 

日本では外国語といえば英語であると述べてきたが、海外の事例を見ていくと必ずしもそう

ではなく、英語を必修言語として学んだうえにもう 1 言語学ぶということは多くの国で行われ

ている。EU 諸国においては、「少なくとも母語以外に 2 つの外国語の学習の機会を保証する20」

としており、複言語主義が盛んであることがわかる。アジアでも韓国は複言語教育が盛んであ

り、とくに日本語学習者が多いことで知られている21。 

習得状況は人それぞれであるが、先に述べたように言語を学ぶことは視野を広げることにつ

ながる。そのためできるだけ多くの言語に触れることが大切であり、中学および高校といった

早いうちに母語以外の言語に触れて多様な価値観を身に付けることにより、自分と異なる価値

観への寛容性が身に付くと考える。 

 

 
19 中央教育審議会「新しい時代の初等中等教育の在り方について（諮問）」<https://www.mext.go.jp/component
/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2019/04/18/1415875_1_1.pdf>。 
20 園山大祐(2007)「複言語主義に向けた EU の複言語政策」『比較文学研究』35、17-32。 
21 国際交流基金「国別の日本語教育状況 韓国」<https://www.jpf.go.jp/j/project/japanese/survey/area/ country/201

7/korea.html>。 
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4. 大学の教育体制における課題 

中高での英語以外の外国語学習は、多様な価値観をもつ人材を育てる上で重要であり、欧州

をはじめ他国では奨励されているが、日本においては英語以外の外国語を学んだことが大学進

学にあたり活かされない、あるいは逆に不利を生じるということがますます増えている。現状

として大きく二つの問題が指摘できる。一つにはすでに見た通り受験機会の減少があり、中学

高校で英語以外の外国語を学んだがゆえに、受験できる大学が限られる、志望の大学を受験で

きないということが起こっている。これはきわめて深刻な問題である。 

もう一つの問題は英語以外の外国語既修者を受け入れる大学教育体制の不備である。1 年生

向けに既修者クラスを設けている大学もあるが、一般的ではない。多くの大学では、英語以外

の外国語は「初修外国語」として開講されており22、フランス語既修者は 2 年生以上を対象と

する科目を履修することとなる。中高でフランス語を学んだ学生は、大学入学後にフランス語

学習を開始することを標準とする大学の教育体制には合わない特殊なケースとして扱われる

のである。なかには「初修外国語」の履修を卒業要件とする大学があり、この場合、大学入学

以前に既修の学生はフランス語以外の外国語を履修しなくてはならない23。複言語主義の観点

からは新しい外国語に挑戦することは望ましいことに違いないが、フランス語を継続して学び

たい学生にとっては、「他の言語へ回された」というネガティブな感情を抱えて大学生活を始

めることとなり、学習意欲減退につながる恐れがある。 

大学がグローバル化に対応するということは、授業を英語で行うということに還元されるべ

きでなく、さまざまなバックグラウンドをもつ学生を受け入れ、その能力を伸ばすことができ

る柔軟な入試体制と教育体制とを整えることにあるはずだ。少数者への対応はコストを要する

ため、大学経営や管理の視点からは進めにくいのが実情である。しかし、障がい者やトランス

ジェンダーのように社会的に理解が進む分野と同様に、学びの多様性、我々にとってはとくに

外国語選択の多様性についても少数者対応の必要があり、大学のグローバル化戦略のうえで重

要な意味をもつということを、まずは外国語教育に関わる我々自身が強く認識し、大学内外で

声を上げていくことが大切であろう。 

 

 以上見てきたように、近年の大学入試改革をめぐる議論は、中高での英語以外の外国語教育

を考慮せず英語のみを対象として進められており、フランス語をはじめとする他の外国語学習

者がますます不利な状況に追いやられている。中高でさまざまな言語を学習する機会を提供す

ることは、多様な価値観に対応できる人材、つまりはグローバル化に対応できる人材を育てる

うえで、きわめて大切なことであるはずが、日本ではその重要性が理解されていないことが悔

やまれる。英語以外の学習者に対しては高大接続の教育体制という面からの課題も大きい。 

2020 年度大学入試改革は、その最大の柱とされた英語民間試験の利用と国語・数学の記述式

問題導入とが延期され、改革の意味が不明なままに実施を迎えることとなる。さらに新型コロ

ナウイルス感染拡大による社会的危機が深まるなか、入試改革の問題に対する社会の関心も薄

れがちである。しかし非常事態においても思考を止めてはならない。外国との物理的交流が一

時的ではあるが絶たれた今こそ、グローバル化や複言語複文化の意味を今一度見直し、外国語

教育の在り方を根本から考える機会とするべきではないだろうか。

 
22 東京大学、京都大学をはじめほとんどの国公立大学においてそうである。 
23 たとえば筑波大学の文系の学生の場合がそうである。 
＊本稿で参照した URL はすべて 2020 年 5 月に確認した。 
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Hors thème 

 

AI時代のフランス語教育 

Enseignement du français 

à l’ère de l’intelligence artificielle 

 

 

粕谷 祐己 

KASUYA Yuichi 
金沢大学 

yuichikasuya(at)gmail.com 

 

 

 

0. 人間が喜びをもって学習対象に向かうのを見ること 

2017 年に登場した「ポケトーク」Pocketalk は、AI（人工知能）を利用して話し言葉を瞬時

に他言語に翻訳（通訳？）できる能力を持った機械で、「音声での入力」「翻訳結果の音声出

力」「翻訳結果のテキスト出力」の全てが、扱われている全ての言語について可能なわけでは

ないものの、2020 年初頭時点ではとりあえず 74 言語を扱うことができます。学習途中で――

しかし学習途中でない人がいるだろうか？――能力が未熟な学び手のアルバイト的通訳の仕

事くらいは難なくカバーできてしまう強力な道具です。この道具もまた人間が「語学だけで

は食えない」状況をどんどん確立しつつあります。 

 ポケトークに象徴される、AI の能力の発達によって人間の実用外国語能力の獲得がそのひ

との生活を成り立たせる職業との関わりをますます失うことになってきた現実が厳然とあり

ます。それでも多大な労苦を要求し膨大な時間を費やさねばならない外国語学習が、それでも

亡びることはないように直感されます。本稿では今そして今後、外国語学習へひとを向けるの

は何であるはずなのか、ということを「人間が喜びをもって学習対象に向かうのを見ること」

と関連させて考えてみました。 

2020 年の世界を突然襲ったコロナウィルス禍は外国語教育、外国語学習をめぐる状況も一変

させましたが、それは AI が多種多様な人間的営みを侵食していくという全体的な状況にあら

たな要素を加えはしたものの、とくにその方向性を変えたわけではありません。 

以下いささか理念的な議論に傾いたことに読者諸兄の寛恕をお願いしたいと思います。 

 

1. はかなき人間 homme précaire 

さて要するに人間は、人間にしかできないことをやればいいのです。では AI にできなくて、

人間にしかできないこととは何か。 

死ぬことです。 

なんだ、まじめに読んでいたらそんな話か、と言う勿れ。つまり人間が死ぬということは寿

命が限られているということ、生きる時間が限られているということであり、そういう死すべ
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き存在が、ある熟達を要する活動が可能である、「できる」ということは、その熟達のために限

られた生の時間の一部を割き、与えたということを意味するはずだということです。 

 ひとつの言葉を習い覚えるというのは難しいことです。必ずしも楽しいとばかりは言えない

勉強を、長い時間続けなければなりません。人間とは快を求めるものであるとするなら、いく

らでも楽にできて楽しいことが他にあるのに、長々書物を眺め、何やら口で唱え、ビデオを見、

外国語の音声を聞いている学習者は、端からみていれば不可解な存在のはずです。 

 その不可解さには、何が問題になっているのか分からないということがあるでしょう。物理

学や化学など理科系の諸学は「何が問題になっているか」自然に了解されると思われます。あ

る程度「文明」が開けた環境に生きている者にとって、そういう科学が文明の基盤になってい

ることを了解できます。 

 「では文科系は？」という全体問題はいまおくとして、いわゆる語学はどうでしょうか。 

 不可解な字の羅列であったものが、習い覚えた文法を適切に当てはめ、覚えてきた語彙の連

関がとたんに「意味」となって自分に迫ってくるのが感じられたとき、そういうときはなにか

不思議な心地よさが自分を包むのを読者諸兄は何度経験されたことでしょうか。あきらかに語

学の存在意義は「まず」そういう個人的な快の体験に存します。 

 だから、もうひとつの AI にできないことというのは、愛することです。 

 またそんなくさいことを、と言う勿れ。ほかのことをするよりもついそのことをする。放っ

ておかれたら自然にそれをしてしまう。はかなき人生の中で、他のことによりそのことに力と

時間を注ぎ込む。そういう対象のことをこそ、愛の対象というべきなのですから。 

 

2. 愛はあとからくる 

 さてフランス語教育の場合ですが、本論の筆者である「わたし」が書くからには、何よりも

まずわたしがなぜフランス語教育をしているか、ということが問題になってきます。本稿はフ

ランス語教育に携わっていないひとが書くフランス語教育論ではありません。筆者が教える対

象、学び手が学ぶ対象は、愛の対象なのです。 

とはいえ筆者はこの道を「選んだ」という意識は希薄だし、フランス語の中のなにかが好き

だから、愛したからフランス語を始めたわけではありません。そういう因果関係をみることは

恋愛の物語を作る目的が大前提なら必要かもしれませんが、現実をよく見ることだけが目的な

ら、初学者の段階で筆者にはとくにフランス語が偏愛の対象ということはなかったと申し上げ

られます。単に若い頃に、英語の次にドイツ語を勉強するのは偉そうにしすぎると感じてフラ

ンス語にしただけです。 

ただ始めて見るとフランス語の世界は広大で奥が深く、結局ドイツ語はやらずじまいでした

し、結局人生の終わり近くから眺めてみると他のどんな領域より語学に、とくに「フランス語」

に費やした労力と時間が明らかに一番だという人生を送ることになりました。やっているうち

にあとから、フランス語ができたおかげで他に先んじて深くアクセスできてよかったな、と思

える対象を見つけることができました。しかしそれ以上に、直接の先生はもとより世のなかに

フランス語の上達が三度の飯より楽しいという人がその楽しさをみせながら活動しているの

を感じ、直接間接に交流することができたわけで、それが一番大切なことだったと思います。 

実はこれはもっとまともなジャンル、実業においても事情は同じことなのです。そしてコロ

ナ危機以後の、おそらくは経済至上主義が相対化されるとき、AI が人間から実業をとりあげて

いくとき、一番具体的な話になるはずです。 
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3．文学――特権的ジャンル 

 フランス語教育全体としては、文学は大事な、最重要のものです。長い間日本の大学でフラ

ンス語を勉強するということとフランス文学を読み、研究するということとがほぼ同義になっ

ていたのは、結局理由のないことではないのです。言葉による表現ということのあらゆるジャ

ンルでフランス語が存在感を出すことに繋がっています。 

筆者もまた日本におけるフランス語学習の現状からほとんど必然のように文学研究に導か

れ、今では大学で「文学概論」の授業を担当させてもらえたのが至福と思えるほどこの営みに

はまりこんでしまっています。しかし文学もまたもとから好きな人間であったわけではありま

せん。むしろいまだにあまり厳密な意味での文学好きとは言えないでしょう。どちらかという

と音楽の方に惹かれる質の筆者は、文学に関して言うと未読の、読むべき作品を読むより、中

味のよく分かった作品を部分的に、音楽におけるリフレインのように、繰り返し読む方が好き

なのです。 

21 世紀においては文学の世界でも、オリンピックではないので国別対抗戦の真似事、文学老

舗国同士の代理戦争を続けることもないと思います。文学は文学というだけでよいので〇〇文

学、●●文学と分ける必要はない。強いて言えば、あるのは世界文学のみ、世界文学といえば

ひとも振り向く――そう思えば、これまで教える場自体がみつけにくかった「カナダ」文学（ケ

ベック仏語文学を超えて）の授業やベトナム文学の授業も、世界文学の枠というのを作れるな

ら、可能です（ちなみに筆者は工夫して、両方とも開講しています。力量が足らなくてアフリ

カ文学の授業ができていないのは残念ですが）。これができてこそ 21 世紀に日本の大学におい

て文系の学問の存在に意味があるゆえんとなると考えています。また創作科 creative writing 

course も、講師として既成の大作家が作者として教えるような鳴り物入りのものでないならば、

あってもいいでしょう。 

 （世界）文学を専門とするコースの卒業生は、感受性に富み人間的な文章表現に優れた人材

という認識を社会的に定着させることが可能のように思えます。ひととして AI とは違う、わ

たしはロボットではないと有意義に言えるというのは、これからさき大切なことです。人間は

言葉という特権的なものをもつし、文学は言葉そのものを使ういちばん基本的なワザと言うべ

きだからです。 

ありがたいことに Pascale Casanova を引き合いに出すまでもなく、この世界文学の中でフラ

ンス文学は明らかに名誉ある地位、むしろ特権的と言える地位をもつはずで、これからのフラ

ンス語学習者は常にそのことを念頭におけると思います。 

 

4. 距離の時代：イベントと授業 

本稿はもともと「AI の時代の」というタイトルで執筆申込が受理されたものではあるのです

が、歴史は 2020 年の世界に突然、コロナウィルスという新型の、大戦争に近い災禍をおこし

ました。この後の知的営みはこの世界大戦的集団経験に基づいて展開されねばならないとした

ら、AI の時代のフランス語教育は、いろいろな意味で「距離」をおいたフランス語教育、広い

意味で遠隔教育であり、distanciation sociale を意識した教育でもある、ということになるでしょ

う。それは結局なんらかの意味でインターネットという、あらゆる物理的距離を無化するもの

と関連した教育ということになります。物理的な距離の差異を無化して、また身体的距離をと

るために教室という物理的でリアルな空間とネットのヴァーチャルな空間を組み合わせて教

育を考え始めたと言っていい、そういう段階で筆者は書いています。 

幸い距離を隔てても、おもに映像、とくに顔の像があれば、ひとが人間的関係を結べないと
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いうことはないように思います。レヴィナスによれば人は「顔」に対して責任を持つのだし、

アンパンマンは「頭」ではなく「顔」をちぎって苦境にあるひとに分け与えるのです。いわゆ

る「オフ会」のような物理的な、全身的な近接を目的としたイベントが随時必要でむしろそち

らに本質的重要性があるのかもしれませんが逆に言えば、リアルな授業形態では毎回が当然の

ようにイベントだったわけですが、AI の伸長とコロナ以後、イベント性は意識的に得るべきも

のとなりました。 

 コロナ危機の時期においては、「ライブハウス」と呼ばれる場所が感染危険度の高いところ

としてやり玉にあげられた感があります。2020 年 5 月の時点では、ぎゅうぎゅう詰めのライブ

ハウスで音楽を楽しむ人たちの熱気というものが今後どうなるかまだ見当がつきませんが、あ

るいは人々の意識はコロナ以前の状態に完全には戻らないかもしれないと考えています。なら

ばアーチストなり DJ なりが当然のように中心、中核となって統括する「イベント」というも

のは、より冷静で理知的な「授業」のようなものに近づかざるを得ないように思います。 

 逆に「授業」の方も教員が中心、中核となって統括する「イベント」として認知されるよう

になっていくと思います。それはあるいは、教員個人個人が「大学」を始めとする教育機関か

ら独立した存在となっていくことを示唆しているのかもしれません。2020 年のコロナ危機の際

に突然現実となった教育のオンライン化は、教え手と学び手の距離的な差異を無化することに

よって少なくとも日本国くらいの空間的広がりの中にいる学び手を捕捉する可能性を見せた

ことになるのではないでしょうか。 

さらに「時間」、とくに「リアルの時間」という概念が拡張されるのも AI の時代の特徴とし

てあげられます。ネットは特定の時間に同期した過剰なアクセスを受け入れられないという弱

点をもっていますから、ある意味仕方なしに現時点で「オンデマンド」と呼ばれている形態、

固定化した教材をある一定の時間帯のなかで取り出して実施するという形態が浮上してきま

した。これは「オンデマンド教材＝授業」という観念を生み、ある場合には譲渡できないはず

の教材作成者の著作者人格権さえ希薄にし、教え手の「授業」のイベント性を脅かしかねない

ものではあります。しかしネットの負荷を分散するだけでなく、物理的な距離が時差を生じさ

せるほど遠くにいる学び手を視野にいれてくるという利点もあるでしょう。 

 

5. 地方のコミュニティ 

 繰り返しますが、AI と人間が教育の領域において有効に共存するには、人間同士にしかでき

ないコミュニケーションを教員と学習者がとることが必要です。 

身体的に距離のあるコミュニケーションとは、別のとらえ方をすれば空間的に、時間的に広

い範囲に散らばった、一つの部屋には入れきれないほどの、一時には一か所に集まれないほど

の大人数を相手にすることもできるコミュニケーションでしょう。ひとりの人間には生涯に作

れる「友達」の数が限られており、人間が人間的関係を結べるのは少人数であることは明らか

ですが、かなりの数の先生がひとりひとり中核となって、それぞれ自ら喜びをもって学習対象

に向かう姿をもって学び手に相対し、人間的にコミュニティを形成するとしましょう。すると

逆に地方には地方のコミュニティが、あたかも江戸時代の知識人グループのように各地に点在

して全国と繋がるイメージが浮かびます。明治時代以降の大学制度に頼りきらなくても、こう

いう形で知の継承をすることは不可能ではないことと考えます。 

 

6. 複言語主義 

このような新しい状況下では、言語教育は今後複言語主義的に、すなわちある言語の学習
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中にはあたかも他の言語はこの世に存在しないかのようにふるまうことはやめにする方向に

向かうのではないでしょうか。 

 フランス語の場合、英語との緊密な関係、いわゆるロマンス語と呼ばれる言語群の他の言

語との緊密な関係に常に注目できます。英単語暗記の有効な方法を紹介するものとしてベス

トセラーになった清水健二・すずきひろし著、本間昭文イラスト『英単語の語源図鑑』（かん

き出版、2018 年）で大々的に扱われている「語源」の大きな部分は、フランス語か、フラン

ス語経由で入ってきたラテン語であると言っていいと思われます。そのことは well-informed

になっているといい知識のはずですが、残念ながら上記の『語源図鑑』にはそういう配慮は

ないようで、同じ著者、イラストレータによる『続英単語の語源図鑑』（かんき出版、2019

年）ではラテン語やサンスクリット語への言及はあってもフランス語に関しては言及があり

ません。 

ロマンス語の一員としてのフランス語は、たとえば EuRom5（Elisabetta Bombino et al., 

Hoepli, Milano, 2011）のような間言語理解 intercompréhension に繋がる優れた教育法をになう

代表的言語ともなっています。厳密にいうなら: 

EuRom5 は production8（書き、話し）の能力発展は目指しておらず、複数の言語理解を学ぶこ

とによって間言語理解を準備する: La méthode EuRom5 ne vise pas le développement de la 

capacité de production et d’interaction, mais elle prépare à l’intercompréhension en visant 

l’apprentissage de la compréhension dans plusieurs langues. (EuRom5, Présentation générale 

(français), p.66.) 

とするのですが、それは： 

5 つのロマンス語の受容能力を同時に学ぶことで複言語主義の発展に貢献する革新的メソ

ド :[La méthode EuRom5 est] une méthode innovante au service du développement du plurilinguisme par 

l’apprentissage d’une compétence réceptive en cinq langues romanes (portugais, espagnol, catalan, italien 

et français) de manière simultanée. (ibid.) 

であり； 

5 つのロマンス語のうちひとつが話せる人に、他の 4 つの言語で書かれたテキストを非常に短

い時間で理解できるようにする: Elle propose de suivre un parcours qui vise l’intercompréhension et 

qui offre à un locuteur d’une des cinq langues citées d’apprendre à comprendre en très peu de temps des 

textes écrits dans les autres quatre langues. (ibid.)  

ことを目指すのです。 

 教員の授業のひとつひとつがイベントであるならばそれは各々個性的なものであるべきで

すから、筆者はこのような複言語主義的なフランス語教育法をもって、AI時代の「自分の」教

育法としてアピールしたいと思っています。この教育法にいろいろと利点は指摘できますが、

結局自分が人間の言語の総体という巨大なものにこのように侵食していくのが楽しいという

ことです。 

これをもって筆者は「ひとはなぜ外国語を学ぶのか」という問いに対する例示による答えと

もさせていただきたいと思います。 
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Hors thème 

 

2019 年度「弘前×フランス」プロジェクト 

ー負の経験を推進力に変える実践 
 

 

熊野 真規子 

KUMANO Makiko 
弘前大学 

kumano(at)hirosaki-u.ac.jp 

 

 
 

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」 



 

 

Le lundi 23 mars 
10h00: Ouverture de la réception 

 Salle 32 Salle 42 Salle 43 T2-JP Salle 53/54 Conférence-FR 
10h30 

- 
11h50 

  教師は学び手でなければならない 
 

FUKUSHIMA Yoshiyuki, CHUJO Takeshi 
OYAMA Daiki 

Développer des scénarios collaboratifs plurilingues tout en 
(se) formant à la recherche en didactique du FLE 

 
MOORE Danièle 

11h50-12h05 : Pause 
 Salle 32 Salle 42 Salle 43 Salle 53 Salle 54 
12h05

-
12h35 

 
新装版『仏検公式ガイドブック』のご案内 

 

（公財）フランス語教育振興協会（APEF)  

Les nouveautés d’Alma :  
grammaire et communication 

 

Alma éditeur 

Matériel pédagogique dédié à l’ANL 
au service du développement de la 

littératie en FLS/FLÉ 
 

Myosotis Presse 

朝日出版社 フランス語新刊の 

ご案内と他言語テキストの傾向 
 

朝日出版社 

12h40
-

13h10 

 『フランス語日記』Twitter および 

新刊『フランス語でつづる私の毎日 

［改訂版］』ご紹介 
 

三修社 

Interactions. Méthode de FLÉ 
pour grands débutants du A.1 au A2 

 
CLÉ International 

Qu’est-ce que ça vous inspire ? 
Inspire, une nouvelle méthode 

chez Hachette FLE 
 

Hachette Japon 

「仏検合格 読みトレ！3 級・ 

準 2 級」とその学習法 
 

第三書房 

13h10-14h00 : Pause déjeuner 
 Salle 32  Salle 42 HT-JP Salle 43 T1-JP Salle 53 T2-JP Salle 54 T1-FR 

14h00 
- 

15h20  

フランス語初級者と「書く」 

——短文形式での発信事例の紹介と 

見えてきた課題—— 
 

MURAKAMI Mai, MOKHTARI Sylvain 
SUZUKI Shintaro, TAMADA Yukako 

オーラル能力の評価基準と 

方法について 
 

KAGEURA Ryohei 
TAKAHASHI Katsuyoshi 

TAKEUCHI Ekuko 

On va s’assoir et gouter 
les huitres fraiches ? 

「正しい」つづり字教育を考える 
 

SHIMIZU Jun 
ANDO Hirofumi 

Passer par l’écrit pour 
enseigner l’oral ? 

 
VANNIEUWENHUYSE Bruno 

15h20-15h35 : Pause 
 Salle 32 T1-FR Salle 42 T1-JP Salle 43 T2-JP Salle 53 T2-FR Salle 54  
15h35 

- 
16h55 

Énaction, émotions et jeux 
de société 

 

AGAËSSE Julien 

聞き取り能力を高めるいろいろな 
アプローチ：多聴と精聴 

 
NISHIKAWA Hasumi 

TOKIWA Ryoko 

IPA と日本語音声学を学ぼう！

Apprenons l’alphabet 
phonétique international et la 

phonétique japonaise ! 
 

TAKEUCHI Kyoko 

Le Cadre de référence des 
compétences numériques (CRCN) 

appliqué à l’enseignement du FLE au 
Japon : jusqu’où c’est possible ? 

 
MOUTON Ghislain 

 

17h10-19h00 : Buffet 
 



 

 

Le mardi 24 mars  
9h30: Ouverture de la réception 

 Salle 32  Salle 42 T2-FR Salle 43 T1-FR Salle 53/ 54  
10h00 

- 
11h20 

 
Sortir du biais normatif en FLE 

 
AZRA Jean-Luc 

Développer les compétences orales 
de nos apprenants 

à partir de l’enseignement de la lecture en classe : 
les propositions de l’ANL 

 

MASSÉ Olivier 

 

11h20-11h35 : Pause 
 Salle 32  Salle 42 HT-JP Salle 43 HT-JP/FR Salle 53 T2-FR Salle 54 T2-JP 
11h35 

- 
12h55 

 Réfléchir aux activités 
activités について考える 

 
MAEDA Miki 

À l’ère du pocketalk 
ポケトークの時代に 

 
KASUYA Yuichi 

Quels savoirs et savoir-faire pour 
l’enseignement de la temporalité 

verbale ? 
 

RENOUD Loïc 

発見型の授業には何が必要か 
 

SASAKI Kota 
MATSUI Shinnosuke 

12h55-14h00 : Pause déjeuner 
 Salle 32  Salle 42 HT-JP Salle 43 HT-JP Salle 53 T2-JP/FR Salle 54  
14 h 00 

- 
15 h 20 

 大学入試改革から見る 
中高フランス語教育の位置づけ 

——課題と展望—— 
 

KOMATSU Sachiko, MATSUKI Yoko 
FURUKAWA Sayako 

2019 年度「弘前×フランス」 

プロジェクト―負の経験を推進力

に変える実践 
 

KUMANO Makiko 

Art et Langage : Comment utiliser 
l’imagination et le côté sensoriel 

de l’apprenant pour faciliter 
l’apprentissage d’une langue ? 

 
FIFE Beatrix, KATAGIRI Mamoru 

 

15h20-15h35 : Pause 
 Salle 32 HT-JP/FR Salle 42 T1-FR Salle 43 HT-JP Salle 53  Salle 54  
15h35 

- 
16h55 

グローバル時代における 

フランス語と国際観光 

L’enseignement du français 
et le tourisme international 
à l’ère de la mondialisation 

 
NISHIYAMA Noriyuki 

Développer la compréhension orale des 
apprenants en s’appuyant 

sur des modules d’autoformation 
multimédias (e-learning) 

 

BELEC Cédric 

フランス語教育と ICT 活用 

——アクティブラーニング導入のために—— 
 

ARITOMI Chise, KIKUKAWA Isao 
UCHIDA Tomohide, HATTORI Etsuko 

  

17 h 00-17 h 15 : Concert de Bix & Marki   
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※HP にアップロードされた予稿集を以って RPK2020 のアトリエを行ったと見なします。 

Nous considérons les préactes mis en ligne sur notre site comme l’équivalent des animations ou 

présentations aux RPK 2020. 

 
Conférence  
 

Conférencière Titre LG 

MOORE Danièle 
Développer des scénarios collaboratifs plurilingues  

tout en (se) formant à la recherche en didactique du FLE 
FR 

 

 

 

LISTE DES ATELIERS  
Thème 1: Enseigner l’oral  

テーマ 1：フランス語を聞く、話す 

Animateur(s) / 
Animatrice(s) 

Titre de l’atelier LG 

 
AGAËSSE Julien 

 
Énaction, émotions et jeux de société FR 

 
BELEC Cédric 

 

Développer la compréhension orale des apprenants en 
s’appuyant sur des modules d’autoformation multimédias  

(e-learning) 
FR 

 
KAGEURA Ryohei 

TAKAHASHI Katsuyoshi 
TAKEUCHI Ekuko 

 

オーラル能力の評価基準と方法について JP 

 
VANNIEUWENHUYSE 

Bruno 
 

Passer par l’écrit pour enseigner l’oral ? FR 

 
NISHIKAWA Hasumi 

TOKIWA Ryoko 
 

聞き取り力を高めるいろいろなアプローチ：多聴と精聴 JP 

 
MASSÉ Olivier 

 

Développer les compétences orales de nos apprenants  
à partir de l’enseignement de la lecture en classe :  

les propositions de l’ANL 
FR 
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Thème 2 : Quelles compétences faut-il pour enseigner une langue étrangère ? 

テーマ 2：語学教師には何が必要か 

 

Animateur(s) / 
animatrice(s) 

Titre de l’atelier LG 

 
FIFE Beatrix 

KATAGIRI Mamoru 
 

 
Art et Langage: Comment utiliser l’imagination et le côté 

sensoriel de l’apprenant pour faciliter l’apprentissage  
d’une langue ? 

 

JP/FR 

RENOUD Loïc 

 
Quels savoirs et savoir-faire pour l’enseignement de la 

temporalité verbale ? 
 

FR 

 
SHIMIZU Jun 

ANDO Hirofumi 
 

On va s’assoir et gouter les huitres fraiches ? 
―「正しい」つづり字教育を考える—— 

JP 

 
SASAKI Kota 

MATSUI Shinnosuke 
 

発見型の授業には何が必要か JP 

 
TAKEUCHI Kyoko 

 

 
IPA と日本語音声学を学ぼう！ 

Apprenons l’alphabet phonétique international  
et la phonétique japonaise ! 

 

JP 

 
FUKUSHIMA Yoshiyuki 

CHUJO Takeshi 
OYAMA Daiki 

 

教師は学び手でなければならない JP 

 
MOUTON Ghislain 

 

 
Le Cadre de référence des compétences numériques (CRCN) 

appliqué à l’enseignement du FLE au Japon :  
jusqu’où c’est possible ? 

 

FR 

 
AZRA Jean-Luc 

 

 
Sortir du biais normatif en FLE 

 
FR 
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Hors thème 

 
Animateur(s) 

/ animatrice(s) 
Titre de l’atelier LG 

 
KASUYA Yuichi 

 

À l’ère du pocketalk 
ポケトークの時代に 

JP/FR 

 
ARITOMI Chise 

KIKUKAWA Isao 
UCHIDA Tomohide 
HATTORI Etsuko 

 

フランス語教育と ICT 活用 
——アクティブラーニング導入のために—— 

JP 

 
KOMATSU Sachiko 

MATSUKI Yoko 
FURUKAWA Sayako 

 

大学入試改革から見る中高フランス語教育の位置づけ 

——課題と展望—— 
JP 

 
NISHIYAMA Noriyuki 

 

グローバル時代におけるフランス語と国際観光 
L’enseignement du français et le tourisme international  

à l’ère de la mondialisation 
JP/FR 

 
MURAKAMI Mai 

MOKHTARI Sylvain 
SUZUKI Shintaro  
TAMADA Yukako 

 

フランス語初級者と「書く」 
―短文形式での発信事例の紹介と見えてきた課題—— 

JP 

 
MAEDA Miki 

 

Réfléchir aux activités 
activités について考える 

JP 

 
KUMANO Makiko 

 

2019 年度「弘前×フランス」プロジェクト 
——負の経験を推進力に変える実践 

JP 
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LISTE DES PRÉSENTATIONS ÉDITEURS-LIBRAIRES 
出版社による教材紹介の一覧 

 
Éditeur  Titre de la présentation et animateur(-trice) LG 

Hachette Japon 

 
Qu’est-ce que ça vous inspire ? 

Inspire, une nouvelle méthode chez Hachette FLE 
山田仁、白鳥光 

 

JP/FR 

フランス語教育振興協会

（APEF) 

 
新装版『仏検公式ガイドブック』のご案内 

深川聡子 
 

JP 

第三書房 

 
「仏検合格」シリーズのご紹介 

伊藤晴基 
 

JP 

朝日出版社 

 
朝日出版社 フランス語新刊のご案内と 

他言語テキストの傾向 
石井真奈 

 

JP 

三修社 

 
『フランス語日記』Twitter および 

新刊『フランス語でつづる私の毎日［改訂版］』ご紹介 
松居奈都 

 

JP 

Myosotis Presse 

 
Matériel pédagogique dédié à l’ANL 

au service du développement de la littératie en FLS/FLÉ 
OYAMADA Seiko 

 

FR 

Alma éditeur 

 
Les nouveautés d’Alma : grammaire et communication 

VANNIEUWENHUYSE Bruno 
 

FR 

CLÉ International 

 
Interactions. Méthode de FLÉ  

pour grands débutants du A.1 au A2 
MASSÉ Olivier 

 

FR 
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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 

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 <contact2020(at)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.  
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Thème 1  Thème 2  Hors thème (choisir ; 12 points, gras, aligné en haut à gauche) 

 

Feuille de style Présentation atelier / 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) contact2020(at)rpkansai.com  

 
 

 

● Pour le texte de présentation de l’atelier (à envoyer avant le 15 janvier 2020) :  
En format A4, 200 mots au plus. 

● Pour l’article (à envoyer avant le 10 mai 2020) :  
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 : 3 cm autres : 2,5 cm (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 : 0,5 cm  

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 <contact2020(at)rpkansai.com>.   

 
Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse 

<contact2020(at)rpkansai.com>. Merci de votre participation ! 
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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） 

 

アトリエ要旨・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）contact2020(at)rpkansai.com 

 

 

 

 アトリエ要旨（2020 年 1 月 15 日必着） 

A4 用紙、500 字以内。 

 RENCONTRES 用論考（2020 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） 

段落の最初は全角 1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 : 

上記の指示通りにご作成くださったご論考を直接スタイルシートにお貼り付けください。 

 

原稿送付 : 

電子メールの添付ファイルで<contact2020(at)rpkansai.com>宛ご送付ください。 

 

詳細につきましては、<contact2020(at)rpkansai.com>にご連絡ください。 

ご参加ありがとうございます。 
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Calendrier des RPK mensuelles 2020 

 

Fois Dates et Lieux Ateliers et Modérateurs 
39 Le mercredi 25 mars 2020  

10：00～12：00 
近畿大学 

2019年度「弘前×フランス」プロジェクト 
―負の遺産を推進力に変える実践― 
熊野真規子 KUMANO Makiko（弘前大学） 

40 Le samedi 11 avril 2020 
15：00～17：00 
Zoom 

各機関のオンライン教育の方針について 
進行：中條健志 CHUJO Takeshi（東海大学）、

ミーティングホスト／記録：今中舞衣子 
IMANAKA Maiko（大阪産業大学） 

41 Le samedi 16 mai 2020 
15：00～17：00 
Zoom 

オンライン教育の取り組みについて 
進行：今中舞衣子 IMANAKA Maiko（大阪産業

大学）、ミーティングホスト：中條健志 CHUJO 
Takeshi（東海大学）、記録：姫田麻利子 HIMETA 
Mariko（大東文化大学） 

42 Le samedi 20 juin 2020 
15：00～17：00 
Zoom 

オンライン授業における評価方法について 
進行：高橋梓 TAKAHASHI Azusa（近畿大学）、

ミーティングホスト：有田豊 ARITA Yutaka（立

命館大学）、コメント：野澤督 NOZAWA Atsushi
（大東文化大学）、記録：松井真之介 MATSUI 
Shinnosuke（神戸大学・他） 

43 Le samedi 1er août 2020 
15：00～17：00 
Zoom 

遠隔授業実践からの学び―今後も活かせるこ

とは 
進行／記録：間瀬幸江 MASE Yukie（宮城学院

女子大学）、ミーティングホスト：小松祐子 
KOMATSU Sachiko（お茶の水女子大学） 

 

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 

 

  



Rencontres Pédagogiques du Kansaï 2020                                       

80 
 

 

 

Postface 
 

 
 

À quoi peut servir la postface pour le Bulletin d’une rencontre qui n’a pas eu lieu ? 

 

Et bien d’abord, à remercier très sincèrement tous les gens qui nous ont soutenus lors des 
préparatifs des Rencontres de 2020, en tout premier l’École de Mode Ueda Yasuko, et puis 

tous ceux qui nous ont envoyé des témoignages de sympathie lorsque nous avons dû prendre 

la lourde décision d’annuler les RPK. Ces messages nous ont confirmé l’utilité de notre 

événement et rappelé le plaisir que nos ateliers et les discussions informelles que nous 
rendons possibles apportent à tous nos participants. Nous en sortons plus volontaires que 

jamais pour faire des RPK 2021 un moment mémorable. 

 

Surtout, le Covid-19, au masculin pour le plaisir potache du pied-de-nez à l’Académie, a 
forcé la plupart des professeurs à donner des cours en ligne, c’est-à-dire que tous nous avons 

dû pratiquer de nouvelles méthodes d’enseignement. Je suis convaincu que toutes les 

réflexions que nous menons lors de nos Rencontres ont aidé les participants de nos ateliers 

à faire face à ce défi. Penser activement et pratiquement à la pédagogie de l’enseignement 
du FLE n’a jamais été plus nécessaire qu’en ces moments difficiles que nous avons tous 

traversés (je découvre en écrivant cette phrase, en mai 2020, la catégorie grammaticale du 

passé composé optimiste). 

 
Bien plus, il est probable que la pandémie du coronavirus modifie durablement tous les 

milieux scolaires et que l’enseignement en ligne s’installe dans les relations entre 

enseignants et apprenants pour de longues années, certes de façon atténuée par rapport au 

printemps 2020. Les Rencontres Pédagogiques du Kansai seront donc un lieu indispensable 
d’échanges pour les années qui viennent avec leur mélange de considérations théoriques et 

de conseils pratiques. Nous nous réjouissons déjà de pouvoir vous entendre et vous 

rencontrer à nouveau l’année prochaine. 

 
 

D’Hautcourt Alexis 

(Co-secrétaire adjoint des 34èmes Rencontres Pédagogiques du Kansaï) 
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REMERCIEMENTS 

 

 
Nous remercions les personnes et organisations suivantes qui nous ont apporté leur soutien : 

 

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） 

Daisan shobo（第三書房） 

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） 
Myosotis Presse 

Sanshusha（三修社）  

Société Japonaise de Didactique du Français（日本フランス語教育学会） 
 
 

 

 

 
 

 

LE COMITÉ D’ORGANISATION DES RPK 2020 

 

 

Zélia BAUDRY, Julien BOGAERS (Buffet/Préactes/Bulletin), Takeshi CHUJO 

(Vérificateur), Alexis D’HAUTCOURT (Secrétaire adjoint), Yoshitaka FUJITA, Rika 
HIRASHIMA, Maiko IMANAKA (Trésorière), Seiko KISHIMOTO, Shinnosuke MATSUI 

(Secrétaire adjoint/Responsable du site), Rena MIYAWAKI (Buffet), Sylvain MOKHTARI 

(Responsable du site), Loïc RENOUD, Kaori SASAKI, Kota SASAKI (Buffet), Bertrand 

SAUZEDDE, Yoshihito TAJIMA (Préactes/Bulletin), Azusa TAKAHASHI (Secrétaire 
général), Eriko TANIGUCHI (Préactes/Bulletin), Mami TSUKASHIMA 

(Préactes/Bulletin), Seitaro YAMAKAWA (Responsable du site). 
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