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AVANT-PROPOS 
 
 
 第 32回関西フランス語教育研究会（ランコントル）は 2018 年 3月 26日、27日の両日にわ

たり、上田安子服飾専門学校で開催されました。場所を上田安子服飾専門学校に移してから

早 3 年目を迎えました。本年度は 2日間を通じて、アトリエ 27、シンポジウム 2 と、当日の

体調不良等でアトリエのキャンセルがあったにもかかわらず、例年を上回る参加者 150名を

お迎えし、開催することができました。今年度の運営にご協力いただいた皆さま、ご発表い

ただいた皆さま、ご参加いただいた皆さまには心から感謝申し上げます。 

 

 今年度の研究会は、「フランス語教育の目的とは」と「Les leçons spéciales. L'ouverture, la 
clôture et la réactivation de la classe.」という共通テーマで、現在のフランス語教育の現場で起こ

っている様々な状況に関する問題提起、ジェネリックスキルの活用、そして日々の授業をど

う充実させていくかという身近なものまで、多岐にわたる内容のもと、議論が活発に交わさ

れました。特に印象に残っているのは、高校におけるフランス語教育の現状報告や、フラン

ス語教員免許取得に関する制度改革をめぐる各大学の対応等の意見交換に、皆さまの関心が

高かったように思います。32号となる今号には、これらの様々なテーマについての論考が 21
本収められております。執筆いただいた皆さまにも感謝を申し上げます。 

 

 ランコントルが今年も無事に開催できましたのも、多くの方々のご協力とご支援のおかげ

です。助成金をくださった日本フランス語教育学会、アリアンス・フランセーズ愛知フラン

ス協会、関西学院大学をはじめ、出版社の方々、ならびに年度末というご多忙の時期にもか

かわらず、ランコントルに参加してくださいました皆さま、本年度も施設使用を許可してく

ださった上田安子服飾専門学校の皆さまにも改めて感謝を申し上げます。引き続き、さまざ

まな議題に関して、活発な意見交換が行われるような場を提供できるよう、一層の努力を続

けていきたいと、決意を新たにしております。 

 

 ランコントルの最新情報や過去の論考・情報に関しては、ホームページや Facebook にてご

確認いただけます(http://rpkansai.com/index.html)。是非そちらもご活用ください。また現在、

ランコントルでは会の運営に関わって頂ける方を募集しております。興味を持たれた方から

のご連絡をお待ちしております。 
 
 

第 32回関西フランス語教育研究会 事務局長 
前田 美樹 (MAEDA Miki) 
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PRÉSENTATION DES THÈMES 
 
 
Thème 1 : Les objectifs pédagogiques de l'enseignement du français.  
フランス語教育の目的とは  

 

« Pourquoi étudier le français ? » Comment répondre à cette question au Japon ? Dans les 
universités japonaises, nous nous plaignons de la réduction des heures de français en 
deuxième langue étrangère. Normalement, nous n'avons que des cours d’une ou deux heures 
par semaine. Même si l'on peut obtenir assez d'heures pour enseigner le français, ou si les 
étudiants peuvent acquérir une bonne méthode pour étudier une langue étrangère, comment 
les apprenants peuvent-ils exploiter leur talent dans la société japonaise ?  

Il est parfois difficile de motiver les apprenants japonais parce que notre société n’accorde 
pas beaucoup d'importance au français. Nous devons donc réfléchir de nouveau sur les 
objectifs pédagogiques de l'enseignement du français. Il est aussi important de mieux 
connaitre les relations entre le français et la société japonaise pour motiver les apprenants. 
Pour ce thème, nous invitons les discussions sur les objectifs pédagogiques de 
l'enseignement du français au Japon. Devons-nous simplifier les cours en fonction du temps 
limité qui nous est donné ? Ou élevons-nous les capacités en langue française des étudiants 
autant que possible ? Ou alors nous trouvons-nous un autre objectif que le niveau de la 
langue ? Quelles recherches pouvons-nous mener sur les relations entre la langue française 
et la société japonaise ? Afin d’ouvrir cette discussion, nous attendons vos ateliers sur vos 
problématiques, vos opinions ou vos objectifs. 
  
 「私たちは何のためにフランス語を勉強するの？」という学生の率直な問いにどう答えれば

よいのでしょうか。フランス語は多くの教育機関で「第二外国語」に位置づけられており、与

えられる授業時間は週に 1〜2 時限ほどです。このような状況では、高度で実践的な言語運用

能力の獲得を目指す FLE のメソッドも、学習時間の制限によって十分に有効性を発揮できま

せん。 また、仮に長い授業時間が確保され、学生のフランス語運用能力を高めたとしても、日

本社会という環境で学生がその専門性を活かすのは容易ではありません。   

 フランス語教育を取り巻くこのような状況の中で、学生に初めから高いモチベーションを望

むのは難しいでしょう。この状況から漸進するために、まずは我々教員自身が日本におけるフ

ランス語教育の目的を改めて問い直し、フランス語と社会の繋がりを見つけ、学生のモチベー

ションを高めていくべきではないでしょうか。このテーマでは、日本でのフランス語教育の目

的についての議論を募集します。我々は時間制限に合わせて授業や学習内容を平易化すべきな

のでしょうか。それとも可能な限り学生のフランス語運用能力を高めることを目的とするべき

でしょうか。あるいは語学力向上以外のところに目的を見出すべきでしょうか。フランス語教
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育と日本社会の繋がりをどのように模索していくべきでしょうか。多様な観点からの問題提起

をお待ちしております。 

 
 
Thème 2 : Les leçons spéciales. L'ouverture, la clôture et la réactivation de la classe.  
特別な授業 −−教室を開く、閉じる、再活性化する−− 

 
Dans un semestre, certaines leçons sont plus importantes que d’autres. La première leçon, 

les premiers contacts avec les apprenants doivent évidemment être bien préparés, mais il en 
est de même de la dernière, qu’elle soit un test ou des adieux, car elle peut laisser une 
impression durable aux élèves.  

En outre, d’autres moments au sein même du semestre requièrent parfois une importante 
réflexion pédagogique, par exemple un cours pour remotiver une classe peu réactive, une 
séance après un examen intermédiaire, la leçon qui suit un moment difficile en classe.  

Que faire pendant ces leçons spéciales ? Comment se préparer pour organiser, lancer, 
maintenir et relancer le rythme d’une classe, comment bien la conclure ?  

Pour ce thème, qui se veut concret, dynamique et pratique, nous attendons des récits 
d’expériences, des échanges de techniques pédagogiques, de conseils de gestion de classe et 
de stratégies d’enseignement, qui nous permettront tous de mieux nous former, d’améliorer 
notre enseignement, son efficacité et le plaisir que nous en retirons.  
 
 一学期の中で、とりわけ重要な授業があります。例えば、初回の授業は学生と初めて対面す

る機会ですので、当然ながら多くの準備と工夫を必要とします。また、最終回の授業も、評価

の機会であったり学生との別れの場面であったりするため、学生の思い出に残る大事なもので

す。 
 学期中のその他の授業に関しても、特別な工夫が必要とされる場合があります。例えば、反

応の少ないクラスを再び活気のあるクラスにしたいとき、中間試験の後などに何か普段とは違

う特別な企画を考えたいとき、なんらかの理由で進行に困難が生じてしまったクラスを立て直

したいとき、みなさんならどのような実践を提案されるでしょうか。  
 こうした「特別な授業」を組み込みながら、ひとつの教室をどう準備し、設計し，全体の流

れに配慮しながら運営し、閉じていくのか。 
 この問いに関して具体的・実践的な議論を行うため、そして私たちの授業を向上させ教える

ことの喜びを見出していくために、授業の体験談、教授法に関する提案、授業運営の工夫やス

トラテジーに関するご意見などをお待ちしています。 
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Thème 1 
 

Le français au lycée Iai : le défi de la demi-année 
 
 

FAUDEMER-KOJI Paméla 
Collège et lycée féminin Iai 

 Université d’éducation de Hokkaido, campus de Hakodate 
pamela.faudemer@gmail.com 

 
 
 
Introduction 

Depuis l’approche actionnelle, on a coutume de distinguer trois grands types d’objectifs 
d’apprentissage : les objectifs pragmatiques, les objectifs socioculturels et les objectifs 
linguistiques. Selon le nombre d’heures d’enseignement-apprentissage dont on dispose et 
selon la motivation/l’intérêt de nos apprenants, il est possible d’aller plus ou moins loin dans 
chacune de ces catégories. Mais jusqu’où peut-on espérer aller quand on n’a qu’une demi-
année, soit moins d’une trentaine d’heures, à consacrer à l’enseignement du français ? Quels 
objectifs retenir pour des lycéennes pour lesquelles ce sera peut-être le seul contact avec la 
langue française, voire avec une langue étrangère autre que l’anglais ? Faut-il profiter au 
maximum du temps qui nous est alloué pour enseigner la langue en tant que telle ou tenter 
de développer des compétences autres que linguistiques ? 
 
Le cas du français au lycée Iai 

Le lycée Iai est un lycée féminin situé à Hakodate, sur l'île de Hokkaido. Trois parcours 
différents s'offrent aux lycéennes, l'un étant le parcours « anglais », dans lequel les élèves 
suivent un enseignement plus poussé de cette langue. En deuxième année, les élèves qui ont 
opté pour ce parcours suivent un cours intitulé « Ibunka Rikai 1 », et c’est lors de cours 
qu’elles vont être exposées à la langue française. Comme son nom l’indique (littéralement, 
« comprendre les autres cultures »), il ne s’agit pas d’un cours de français per se. Le cours 
« Ibunka Rikai 1 » est divisé en deux parties : une moitié de l’année scolaire est consacrée à 
l’apprentissage du français, l’autre à un projet de recherche en anglais. Le cours étant 
obligatoire, les élèves se retrouvent obligées d’apprendre une langue qu’elles n’ont pas 
choisie. 

Depuis deux ans, face au nombre important d’élèves dans la classe du parcours anglais, 
il a été décidé de la diviser en deux groupes pour le cours « Ibunka Rikai 1 ». Pendant qu’une 
autre enseignante se charge de travailler le projet de recherche en anglais avec une moitié de 
la classe, je me charge d’enseigner le français à l’autre moitié. Au milieu de l’année scolaire, 
les groupes changent. Cette séparation permet d’avoir un petit groupe de quinze à vingt 
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apprenantes à la fois dans le cours de français. 
Contrairement à ce que l’on pourrait croire, ce ne sont pas toutes les élèves du parcours 

anglais qui ont un intérêt pour les langues étrangères. Cependant, la plupart se montrent très 
curieuses envers ce qui est « étranger » et, passées les deux ou trois premières séances, elles 
se montrent très actives en classe, ce qui facilite grandement le travail de leur enseignante. 

La plupart d'entre elles n’a jamais appris de langue étrangère autre que l’anglais (au cours 
de l’année scolaire 2017-2018, seules deux élèves, sur un groupe-classe de 38 élèves, 
apprenaient par elles-mêmes une langue étrangère autre que l’anglais). Enfin, aucune n’a 
jamais été confrontée à l’approche actionnelle, ce qui peut en dérouter certaines, comme on 
le verra plus loin. 
 
Les objectifs retenus pour ce cours 

Comme mentionné plus haut, les élèves du lycée Iai n’ont pas choisi d’apprendre le 
français et la plupart ne savent d’ailleurs pas, avant leur premier cours, qu’elles vont 
apprendre cette langue. Ainsi, quand elles commencent leur apprentissage, elles n’ont aucun 
objectif, aucune attente particulière. Les objectifs du cours seront donc, au départ, fixés par 
l’enseignante. 

Comme dans toute situation, il y a l’idéal, ce que l’enseignante rêverait de pouvoir 
accomplir, et la réalité, compte tenu des contraintes, et notamment ici la contrainte de temps. 
C’est cette dernière qui va principalement déterminer les objectifs du cours. Comme il s’agit 
d’un cours de langue, il va bien sûr falloir que les apprenantes atteignent une certaine 
compétence à communiquer langagièrement. Avec environ une trentaine de séances de 
cinquante minutes, il est évident que cette compétence restera très sommaire. Elle sera donc 
centrée sur les apprenantes et leur environnement immédiat, à savoir le lycée. Voici, à titre 
indicatif, les objectifs pragmatiques retenus pour ce cours : saluer, se présenter, présenter 
quelqu’un, parler de son emploi du temps, parler de ses goûts, dire la date, se décrire et 
décrire quelqu’un. 

Mais cette compétence à communiquer langagièrement n’est pas ce qui a été retenu 
comme objectif principal de ce cours qui, rappelons-le, s’intitule « Ibunka Rikai 1 ». Il 
s’agira plutôt de développer une attitude positive et proactive vis-à-vis non seulement de 
l’apprentissage du français, mais aussi de l’apprentissage de langues étrangères autres que 
l’anglais. Pour y parvenir, l’emphase sera mise sur les points suivants : 
Ne pas braquer les élèves contre le français 

On pourrait être tenté d’enseigner le plus possible aux élèves, afin de rentabiliser le peu 
de temps dont on dispose pour ce cours. Mais ceci pourrait avoir un effet collatéral pervers : 
braquer les élèves contre le français et, peut-être, les décourager de se lancer dans 
l’apprentissage d’une nouvelle langue étrangère. Par sa brièveté, le cours de français au lycée 
Iai ne peut être considéré que comme un cours d’introduction. Il faudra donc encourager les 
élèves qui le suivent à poursuivre leur apprentissage du français. Ainsi, il sera surtout 
important de susciter leur curiosité afin de leur donner l’envie d’en savoir plus, à la fois sur 
la culture et sur la langue française. 
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Susciter l’intérêt pour une nouvelle culture 
En termes de culture, la connaissance qu’ont les jeunes Japonais de l’étranger se limite 

bien souvent à ce qui est américain (les films hollywoodiens ou les dessins animés des 
studios Disney, la musique pop américaine, etc.). Quant à la culture française, d’après le 
questionnaire rempli par les élèves du lycée Iai au début du cours, seuls quelques clichés 
semblent être connus. À la question « Que connaissez-vous de la France ? », les 16 élèves 
du premier groupe de l’année scolaire 2018-2019 ont cité des éléments entrant 
majoritairement dans les catégories suivantes : la nourriture (le pain a été cité cinq fois), les 
monuments (la tour Eiffel a été citée 6 fois), l’histoire (sans doute car un peu apprise en 
cours d’histoire) et la mode. On pourra néanmoins s’appuyer sur ces acquis pour élargir la 
connaissance culturelle de nos apprenantes. 
Apprendre une langue étrangère différemment 

Dans les lycées japonais, l’enseignement de l’anglais est compartimenté : il y a un cours 
plus focalisé sur les compétences de compréhension orale et écrite (総コミュ英), un cours 
plus focalisé sur la grammaire et la production écrite (総英語表現 ) et un cours de 
conversation (ce dernier étant généralement dispensé par un locuteur natif). 

Dans les deux premiers, la traduction des exemples est systématique et les élèves gardent 
très souvent cette habitude de passer par leur langue maternelle pour s'assurer d'avoir bien 
compris. Le défi sera donc ici de les « empêcher » de reproduire ce schéma dans le cours de 
français, et de les entraîner à accepter de ne pas tout comprendre et de « faire des erreurs ». 

Il faut également garder à l’esprit que de nombreux lycéens japonais apprennent l’anglais 
uniquement pour « la note » : la note des cours bien sûr, mais aussi et surtout le passage de 
certifications (type Eiken) ou de l’examen d’entrée à l’université. La pression est beaucoup 
moindre dans le cours de français, l’évaluation se faisant uniquement sous forme de petits 
quiz réguliers, ce qui permet aux apprenantes d’aborder leur apprentissage de manière plus 
détendue, « pour le plaisir ». 
 
Et les résultats dans tout ça ? 

N’ayant mis aucun outil de suivi en place, il m’est impossible de mesurer 
scientifiquement les résultats de ce cours de français1. Toutes les conclusions qui peuvent 
être faites découlent donc uniquement de mon impression. 
Une meilleure réussite qu’en anglais pour certaines 

Je suis également la professeure de conversation anglaise des élèves suivant le cours de 
français et il est intéressant d’observer leur différence d’attitude dans les deux cours. Bien 
souvent, les élèves qui ont un peu plus de difficultés en anglais se montrent très actives dans 
le cours de français. À l’inverse, les « bonnes élèves » du cours d’anglais mettent plus de 
temps à rentrer dans le bain et, bien qu’elles obtiennent de bons résultats aux quiz, elles 

                                                
1 Afin de pouvoir mieux mesurer les attentes et de recueillir l’avis des apprenantes sur le cours, deux 
questionnaires ont été créés pour l’année scolaire 2018-2019 : le premier a servi à interroger les 
apprenantes sur leurs attentes et le deuxième sera utilisé à la fin du cours, pour savoir ce qu’elles en ont 
pensé. 
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participent moins en classe. 
Je pense que ceci est dû à la façon dont le cours se déroule, basé sur l’approche actionnelle. 

Les élèves qui réussissent bien en anglais se trouvent désarçonnées par une façon de faire 
totalement nouvelle (perte des repères), qui leur demande non pas d’apprendre par cœur mais 
de faire appel à leur intuition et à leur imagination, pour, par exemple, deviner le sens d’un 
mot d’après le contexte. 

À l’inverse, les élèves qui ont plus de difficultés en anglais se retrouvent avec des 
camarades de même niveau qu’elles, complètement débutantes, ce qui leur donne les mêmes 
chances de réussite que les autres, et donc confiance en elles. De plus, l’apprentissage basé 
sur l’approche actionnelle leur permet de solliciter des aptitudes qu’on ne leur demande 
normalement pas d’utiliser dans les cours d’anglais : aptitude à prendre la parole 
spontanément, créativité (pour la réalisation de tâches), capacité à émettre des hypothèses, 
etc. 
Poursuite au niveau universitaire 

N’enseignant pas à ces mêmes élèves au cours de leur troisième année, je ne sais pas ce 
qu’elles décident de faire après avoir terminé leurs études secondaires, à moins qu’elles ne 
viennent elles-mêmes m’en parler. Parmi les élèves qui ont suivi le cours de français en 
2016-2017 (et qui ont donc terminé leur scolarité en mars 2018), trois sont venues me dire 
qu’elles allaient poursuivre l’étude du français à l’université, et une a choisi d’étudier la 
littérature française. 
La reconnaissance du français 

Avant les vacances d’hiver, dans le cours de conversation anglaise, les élèves regardent 
un film en anglais, « Home Alone 2 ». Dans l’une des scènes de ce film, le personnage 
principal se retrouve assis dans l’avion à côté d’un homme qui se met à lui parler en français. 
Lors du passage de cette scène à l’écran, des murmures s’élèvent dans la classe : les élèves 
ont reconnu le français. Beaucoup viennent me voir à la fin de la séance pour confirmer qu’il 
s’agissait bien de la langue française et me demander ce que le personnage disait. 

Il arrive aussi, mais très rarement, que certaines élèves croisent des touristes français lors 
d’une activité qui consiste à renseigner les passagers des bateaux de croisières débarquant à 
Hakodate. Et cela leur fait bien sûr plaisir de pouvoir utiliser ce qu’elles ont appris en classe, 
même si c’est très peu (« Bonjour, je m’appelle X. Merci, au revoir ! »). 
 
Conclusion 

Bien qu’une demi-année soit bien peu, pouvoir enseigner/apprendre le français dans un 
lycée japonais est une chance. En si peu de temps, il est bien sûr impossible pour les 
apprenantes d’atteindre un niveau qui leur permettrait de soutenir ne serait-ce qu’une petite 
conversation, mais cette demi-année permet tout de même d’atteindre quelques objectifs non 
négligeables, comme faire découvrir une nouvelle culture aux apprenantes. 
Malheureusement, cela empêche aussi de mener des projets qui pourraient plaire aux élèves, 
notamment la mise en place d’un échange avec des lycéens français ou d’autres lycéens 
japonais apprenant le français. 
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Thème 1 
 

Repenser les objectifs de  
l’enseignement du français : quelques pistes 

 
Jean-Luc Azra  

Université Seinan Gakuin  
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Mon atelier de cette année s’inscrivait dans le cadre du premier thème des Rencontres, 
les objectifs de l’enseignement du français. J’ai d’abord dressé une liste des types de cours 
et de leurs objectifs en m’appuyant sur des sites internet, des descriptifs de cours 
universitaires ou encore des prospectus d’écoles de langues. Ensuite, j’ai défendu l’intérêt 
de proposer des objectifs de cours qui soient formatifs, au moins à l’université.  

Je reviendrai sur quelques idées développées dans des travaux antérieurs : les descriptifs 
de cours et les objectifs qu’ils sous-tendent, l’approche formative, la notion de motivation 
existentielle. Ce faisant, j’essaierai de mettre en relation les types d’objectifs et les types de 
cours qu’on rencontrera dans telle ou telle institution (universités, instituts et écoles de 
langues, cours particuliers)1. 

 
La pédagogie par objectifs  

Tout d’abord, jetons un coup d’œil sur quelques descriptions d’objectifs proposées dans 
la littérature académique ou semi-académique, dans des sites didactiques ou encore dans la 
littérature officielle.  

On y trouve d’abord des instructions. Par exemple : « L’enseignant devra adapter [aux 
étudiants] le niveau du cours, la durée du cours, les conditions matérielles, les conditions 
humaines ». De telles instructions sont importantes, mais elles ne constituent pas des 
objectifs. 

On trouve ensuite des déclarations d’intention2. Par exemple : « L’enseignement des 
langues étrangères vise à favoriser l’accès à une documentation simple » ; « Il améliore le 

                                                
1 De façon générale, plus que de travaux académiques, mes données viennent surtout des productions de mes étudiants, 
des contenus de manuels, de productions officielles (syllabus, etc.). Une question telle que : « Pourquoi les objectifs de 
cours sont-ils souvent si peu clairs ? » peut être à l’origine de mon cheminement. Mon travail part aussi souvent de 
difficultés rencontrées dans les classes.  

Pour les enseignants et les chercheurs désireux de publier des travaux qui se rapprochent de ce cadre, je me permets 
de signaler l’existence de la revue Vivre et travailler au Japon – Cahiers d’Études Interculturelles (CÉTIC) qui a déjà 
publié une vingtaine d’articles. J’invite les jeunes chercheurs, les enseignants travaillant hors du circuit universitaire et 
toutes les personnes intéressées à se manifester. Les domaines de publication de la revue sont le FLE, l’interculturel, ou 
encore la vie au Japon (revuecetic.wordpress.com). 
2 Ou « objectifs de premier niveau » (voir section suivante). 
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développement de la compréhension entre les peuples » ; « L’enseignement du français a 
pour but de faciliter l’expression personnelle et la créativité » ; ou encore « L’enseignement 
de la langue permettra une ouverture sur la culture humaine dans sa dimension universelle 
la plus féconde »  (Ordonnance N° 76/45 du 16 avril 1976). Ce ne sont pas non plus des 
objectifs ; il s’agit plutôt de déclarations d’intentions s’appuyant sur un vocabulaire imprécis 
(« viser, accéder, simple, favoriser, développer, faciliter, permettre ») ou emphatique 
(« compréhension entre les peuples, créativité, ouverture sur la culture humaine, dimension 
universelle la plus féconde »).  

Enfin, on trouve aussi des objectifs de type compétences spécifiques : « L’apprenant sera 
capable de retrouver l’organisation d’un texte narratif » ou encore « L’apprenant sera capable 
d’écrire un fait divers de huit lignes en employant quatre phrases à la forme passive, sans 
erreur ». Pour moi, ces deux derniers descriptifs sont les seuls de la liste que je peux qualifier 
de formatifs : le contenu est précis et il implique des compétences.   

Ces deux derniers types de descriptifs rejoignent les descriptifs de niveaux 1 et 3 tels que 
j’ai pu les relever dans des syllabus universitaires. Je vais y revenir dans la section suivante.  

 
Les objectifs de classe exprimés dans des descriptifs universitaires   

Dans de précédents articles, j’ai traité des descriptifs de cours de langue proposés à 
l’université3. J’ai pu ainsi déterminer qu’ils se répartissaient en quatre catégories : (1) des 
objectifs de premier niveau, qui relèvent de la déclaration d’intention (par exemple : « ce 
cours aura pour objectif de donner de solides bases linguistiques », ce qui ne nous dit rien 
des compétences présentes et futures, des méthodes, de l’organisation du cours…), (2) des 
objectifs de deuxième niveau, qui consistent en une description des matières et domaines 
dans lesquels se situe le cours (ex. : « Ce cours traitera de l’histoire du monde romain », ce 
qui est plus précis que les déclarations d’intention, mais ne propose toujours pas de 
compétences), (3) des objectifs de troisième niveau, qui se basent sur l’acquisition de 
compétences spécifiques (ex. : « Rédiger un récit »), et enfin (4) des objectifs de quatrième 
niveau qui renvoient à des compétences qui pourront avoir un usage professionnel ou quasi-
professionnel dans la vie future (ex. : « sous-titrage de films » ou encore « simulation de la 
mise en place d’un produit commercial »).  

C’est la découverte de ces quatre types d’objectifs qui m’a amené à comprendre que 
certains étaient formatifs (c’est-à-dire orientés vers des compétences qui dépassent les seules 
questions linguistiques ou culturelles), et que d’autres ne l’étaient pas. Dans l’ensemble, on 
peut dire que l’analyse des descriptifs de cours universitaires montre qu’ils ne sont pas 
souvent tournés vers l’avenir de l’étudiant. Ils tendent plutôt à offrir des connaissances 
générales. 

 
                                                
3 Azra, J.-L. (2016), « Quatre niveaux d’objectifs dans les descriptifs de cours de langue », Études de 
langue et de littérature française 59, Université Seinan Gakuin ; Azra, J.-L. (2016) « Cours généraux, 
cours qualifiants : passer des premiers aux seconds par un travail sur les descriptifs », Bulletin des 30es 
Rencontres Pédagogiques du Kansaï.  
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Écoles de langues : une autre partition des objectifs 
Les cours d’écoles de langues étant différents des cours universitaires, ils ne 

correspondent pas tout à fait aux quatre catégories ci-dessus. Dans les écoles de langues, on 
peut trouver :  

D’abord, des objectifs qu’on pourrait qualifier de formatifs et qui correspondent à peu 
près au niveau 3 des universités : par exemple, être capable de correspondre, rédiger des 
documents, composer des écrits professionnels, se servir d’un traitement de texte français, 
réaliser des mises en page, et aussi se faire des amis, être capable de voyager, etc. Par 
exemple : « Cours de français en groupe d’amis », « Préparer un voyage en France » , 
« Cours pour enfants pré-primaire, 45 minutes, en tête-à-tête, possible par Skype ». Ce 
dernier cours notamment est formatif car les enfants qui acquièrent la langue si jeunes 
conserveront toute leur vie un avantage linguistique. 

Ensuite, des objectifs qu’on pourrait appeler qualifiants : obtenir un certificat tel que le 
DELF, le DALF, le TCF, le DAPF, des diplômes para-universitaires français tels que ceux 
qui s’adressent aux étudiants étrangers dans les universités françaises, ou encore un diplôme 
universitaire français tel que la licence. 

Enfin, on trouve dans les syllabus des écoles de langues des objectifs qui ne sont ni 
formatifs ni qualifiants, comme par exemple les cours associés au plaisir d’apprendre le 
français, d’appréhender la culture française, la littérature, le cinéma, d’exprimer son amour 
pour la France, d’acquérir d’autres manières de raisonner, d’aborder des sujets différents, 
etc. Dans ce cadre s’exprime une motivation existentielle 4  pour laquelle le français 
constitue un moyen de poursuivre la construction de son identité, autrement dit de donner 
du sens à sa vie (ex. : « Cours particulier. Professeurs français ou japonais. Skype », « Cours 
de français en groupe d’amis. Apprenez avec des amis qui se soucient les uns des autres et 
qui se motivent les uns les autres ! », « Leçons de groupe pour débutants », « Littérature, 
culture »). 

 
Rapports entre types d’objectifs et motivation 

Le problème de la motivation se ramène, pour les étudiants, aux deux questions 
suivantes : « Qu’est-ce que je veux faire en cours ? » et « Qu’est-ce que je veux faire dans 
la vie ? »  

À l’université en particulier, la motivation des étudiants est assez obscure. Les 
enseignants s’appuient souvent sur des convictions telles que : « Les étudiants aiment le 
français » ou encore « Les étudiants aiment la culture française », mais ces idées sont 
souvent fausses5.  
                                                
4 Dreyer, S. (2009) « Apprentissage du français et motivation existentielle. Le cas des universités à 
Taïwan », LIDIL : revue de linguistique et de didactique des langues 40. 
5 Je fais parfois des enquêtes de motivation auprès de mes étudiants, en leur demandant pourquoi ils ont 
choisi le français. Ils répondent par exemple : « Parce que j’aime la culture française ». On rencontre aussi 
des motivations étranges, comme par exemple cet étudiant qui dit : « Parce que j’aime les pains au 
chocolat » (Plain C. & Azra J.-L., 2018, « Enseigner le français au Japon : facilités et difficultés », Cahier 
d’Études Interculturelles N°6). Comme je veux connaître leur vraie motivation, j’insiste. C’est alors que 
certains disent qu’ils ont choisi le français à l’université parce qu’il est plus facile d’entrer dans le 
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Le cas des cours de langues et instituts est différent. Les étudiants ne choisissent pas telle 
ou telle classe pour des raisons institutionnelles. En général, on peut dire qu’ils sont portés 
soit par un désir de qualification (obtenir un certificat) soit par un besoin existentiel6. 

Parmi les objectifs existentiels, on peut compter les objectifs culturels : par exemple, 
découvrir la culture, le cinéma, les villes et les régions, la gastronomie, la vie française, etc. 
On peut également compter les objectifs identitaires : suivre le cours de français pour le 
plaisir d’apprendre le français, se sentir comme « quelqu’un qui fait du français » ou 
« quelqu’un qui connaît la culture française ». Ainsi, une apprenante de plus de 80 ans 
explique : « Il y a trente ans environ, je suis allée en France, mais, en ce temps-là, je ne 
pouvais pas parler français du tout. Comme je voulais retourner en France, j’ai décidé 
d’apprendre le français. J’ai suivi des cours à peu près trente ans, mais de façon discontinue. 
[En apprenant le français,] j’ai l’impression de devenir plus intelligente (rires). Si cela avait 
été possible avant, quand j’étais plus jeune, j’aurais beaucoup aimé vivre en France, mais 
maintenant, je ne l’espère plus vraiment. Je voulais connaitre davantage la culture 
française »7 . On voit qu’apprendre le français n’a apporté aucun avantage dans la vie 
matérielle de cette personne. Elle n’a pas pu retourner en France, elle n’a pas vraiment pu 
suivre régulièrement les cours, et elle pense maintenant qu’il est trop tard pour connaitre la 
culture. Mais tout de même, l’apprentissage du français lui a procuré un plaisir existentiel.  

Pour revenir au cadre de l’université, il semble que ce soient les cours formatifs (ceux qui 
apportent de petites compétences spécifiques, en particulier) qui motivent le plus les 
étudiants. Ceux-ci s’intéressent, par exemple, aux compétences suivantes : correspondre, 
rédiger des documents, composer des documents professionnels comme un CV, savoir se 
servir d’un traitement de texte français ou d’autres outils informatiques, réaliser des 
documents mis en page, réaliser des vidéos sous-titrées, faire des présentations en français, 
maîtriser la langue des affaires, maîtriser la langue du tourisme (commander à manger, par 
exemple). 

Par ailleurs, certains cours à caractère formatif de niveau professionnel ou quasi-
professionnel constituent certainement un format motivant pour les étudiants. Cependant, 
de tels cours ne sont pratiquement jamais enseignés à l’université. Parmi les 104 descriptifs 
que j’ai analysés, je n’en ai trouvé que trois ou quatre qui correspondaient à de tels objectifs : 
travailler comme guide, obtenir des compétences valorisables (certificats, diplômes…), 
traduire / écrire dans un domaine spécifique (un cours consistait par exemple à sous-titrer 
des vidéos), enseigner l’anglais en maternelle (pendant la durée de ce cours, les apprenants 
se rendaient effectivement dans une classe de maternelle pour y donner des cours d’anglais). 

En ce qui me concerne, j’ai travaillé sur de tels objectifs avec mes étudiants de 3e et 4e 
années. Dans un cours dit de « médias », les étudiants ont réalisé de petits documents 

                                                
département de français que dans un autre, mais que ça permet tout autant d’obtenir un diplôme de cette 
université (en effet, au Japon, plus que le domaine étudié, c’est l’université dont vous sortez qui compte). 
On peut parler là de motivation cachée. 
6 Dreyer, S. (2009), cité note 4.  
7 Pottier J.-B. (2016) « Enseigner le français au Japon à des apprenants de 60 ans et plus », Cahiers 
d’Études Interculturelles N°1. 
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destinés aux étudiants français de leur université (prospectus et vidéos touristiques). Dans 
mon séminaire de fin d’étude, ils travaillent chaque année sur des enquêtes de bon niveau, 
dont on peut penser qu’elles leur ouvrent des compétences pour leurs études futures, pour 
leur vie professionnelle, ou dans des domaines spécifiques comme le journalisme. 

 
Conclusion 

Les six types de cours (et d’objectifs) examinés ici sont les suivants : déclaration 
d’intention, matières et domaines, compétences spécifiques, usage futur, objectifs qualifiants, 
objectifs existentiels. À l’exception sans doute des deux premiers, qui ne proposent pas 
vraiment d’objectifs, ils méritent certainement d’être exploités et développés. Cependant, ils 
répondent sans doute chacun à des publics différents.  

Les écoles de langues ont pour rôle d’offrir des approches qualifiantes, c’est-à-dire de 
former à la préparation de diplômes et certificats tel que ceux cités plus haut. Elles assurent 
aussi des cours permettant de développer une approche culturelle ou existentielle.  

En ce qui concerne les cours universitaires, je pense qu’ils doivent proposer des objectifs 
formatifs de façon prioritaire. Les objectifs de niveau 3 (compétences spécifiques) exercent 
un certain attrait sur les étudiants et les motivent. En effet, à mon sens, l’université peut être 
un lieu d’amusement, mais c’est essentiellement un lieu d’apprentissage et de formation. Je 
pratique aussi des objectifs de niveau 4 (vie future), qui peuvent être ambitieux mais que la 
plupart des étudiants parviennent à atteindre.  
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 英語は大事だ。それは正しい。一方、英語偏重には問題がある。それも正しい。しかし、

それでは英語を大事にしながらその偏重は是正しましょうとなったとき、出てくるのが「既

成の第二外国語」、つまりドイツ語、フランス語、中国語・・・の教育の話「だけ」であっ

て、世界の他の言語、とくにマイナーともいえなくなってきたはずの言語、21世紀の日本の

若者にとってかなり重要な言語となってきたはずの言語、たとえばポルトガル語、アラビア

語、ベトナム語――それどころか「既成のマイナー言語」スペイン語、ロシア語等々も――

などの教育について「そういうのは、またいずれ」になってしまうなら、それは正しくな

い。それでは世界の全てのひとに上から目線をもたず、人間的な関係を保つことができるグ

ローバル人材など、何億年たとうと日本の地から育つわけがないと見える。 
 言語別ならまだしも国別対抗戦の様相を呈する各語学教育の「学生の奪い合い」は不毛で

ある。この状況を脱して、言語教育者全員が、理念的には後に続く世代のための地球上の全

ての言語の教育を司るという意識、気概をもったとしてみよう。自らが熟達し、教育法も心

得ている特定の言語をアピールするのではなく、言語教育全体の中でその言語がしめる位置

をしっかり見据えて、それを後の世代に伝えることを考えるとしてみよう。たとえば「フラ

ンス語教育の目的」を云々するなら、宇宙の中にフランス語だけがあるかのような虚構の中

で考えず、そのような全体の中で考えてみるのである。 
 当然ながら常に状況というものがあるので、ことはそう簡単にはいかない。だがこれは一

種の思考実験であり、その試みのなかでいくらかでも現実性、具体性が生まれてくることを

期待したい。以下では全言語教育の中のフランス語教育、そして言語芸術の筆頭である「文

学」の現代的な形、「世界文学」と呼ばれるものが目指すべき形態とフランス文学の現代的

関係について、大学の中における実際の取り組みの実例を交えて述べる。 
 
1. 全言語教育の中のフランス語教育 

 
a. フランス語と英語 

 フランス語と英語の親縁性は、フランス語を他の人に教授できるほどの能力をもつ者にとっ
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てはまったく自明のことである。だがそれを声高に主張することがはばかられるのは、それが

一種、英語に対抗すべき第二外国語の隊列を乱すことのように思えるからであり、また間違い

なく他の言語教育担当者の反感を買うだろうからである。それに、そもそもフランス語は昔は

英語に対抗する！というライバル心のあった言語であり、いまさら英語に寄生したような態度

をとることには――同一人物が対抗したり寄生したりしているというわけではないのだが―

―道義的に反発を感じる向きも当然あるだろう。そこから各言語を必要以上に「独立」したも

のとし、Pierre Escudé と Pierre Janin の比喩をもちいるなら「pièces étanches（（浸水した船が沈

没するのを避けるために船内に設けるような）気密室）」のイメージを自他に刷り込みたく思

わせてしまう動機も生まれてくるだろう（Le point sur l’intercompréhension, clé du plurilinguisme, 
CLE international, 2010, p.11）。 
ただ、英語偏重の弊害がますます深刻になってきたといえる昨今の状況からすれば、とに

かく英語以外に学ぶべき言葉がある！という主張自体は、全ての「第二外国語」に資するこ

とがあるはずだとも言える。要はフランス語教育だけ「抜け駆け」して、それがもし成功し

てフランス語教育だけ安泰になれば、それでよし、他の言語のことなど知ったことか、とい

う態度をとらない、ということだけおさえておけばよいのではないか。 
日本にやってくる留学生の多くは、1066年のノーマン・コンクェスト以来の英語とフラン

ス語との密接な関係を、端的に知らないと言っていい。世界のどこの英語の先生も、そうい

う自分の得にならないことは教えないのであろう。この両語の深い関係、知っていれば必ず

英仏両語の学習に効果のあることを了解するなら、「それならば故国に帰ってもフランス語

学習を続けましょう」と言うようになる。このことに関しては、留学生でなくても、世界の

言語事情に疎い日本の若い学生さんも結局同じであることは言うまでもない。 

●実際の取り組み：英語を媒介言語とした初級フランス語の授業。英語にかなり熟達した

学習者を前提として、英仏語に数多い「類似語彙」mots apparentés / cognates (Amon, Muyskens, 
Omaggio Hadley, Vis-à-vis, McGraw Hill, 2010における用語)の指摘、「現在完了」と「複合過

去」、「再帰代名詞を用いた構成」と「代名動詞」など並行する文法事項の提示、果ては

「構文感覚」や「比喩」における類似、相互影響関係などを通じて、学習者に両言語の学習

の相乗効果を実感してもらうことは、全く可能なことである。 

●そこでわれわれは以下のように言うことができる：「フランス語教育の目的」ですか？

「英語がよりよく理解できて、忘れないようにすること」です。 

 
 b. フランス語と他のロマンス語（スペイン語、ポルトガル語・・・）、クレオール語 
 全く同様の相乗効果が、ラテン語を共通の祖とする言語群、すなわちロマンス語の間では

より説得的に主張できる。 
●実際の取り組み：或るロマンス語のテキストを、フランス語を含む複数の翻訳とともに

読解する授業。具体的にはJuan Ramón JiménezのPlatero y Yo 『プラテーロとわたし』（初

版：1914年）のスペイン語原典とその仏訳 (Platero et moi) を中心に、学生さんのリクエスト

によって他の言語の翻訳を追加し、それらを並行して読む。とくに西仏両語が「代名動詞／

再帰動詞、とくにその『本質的』用法」、「接続法」などほぼ同じメタ言語で語りうるの

は、また音韻変化法則などの古い歴史言語学の成果が教育的材料の名の下に再生するのを見

るのは、実に興味深い。さらに、ロマンス語系のクレオール諸語を他のロマンス語と同等な
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形にして教育の場で提示するなら、それらが優劣の差をつけられることなく学ばれる素地を

作っていることになろう。   
ちなみに、後述するように文学的にも「フランス文学」についての教養はこのスペイン語

散文詩理解のほとんど不可欠の要素としてたちあらわれることも指摘したい。 
●そこでわれわれは以下のように言うことができる：「フランス語教育の目的」ですか？ 

「同じ文法用語を用いて学びうる複数の言語の学習が容易な境地に達すること」です。 
 

c. フランス語とアフリカ 
アフリカにとってフランス語が重要なのは、アフリカの大きな部分がフランスおよびフラ

ンス語帝国主義の支配下にあったから、ではない。今もアフリカの広大な地域がフランス語

を公用語とし続けているから、ではない。むしろフランス語圏アフリカが今も多くは貧し

く、しかも文化的、思想的なところでは世界的に重きをなしているからである。 
●実際の取り組み：アフリカ系人の音楽を通じて知る現代の世界（アフリカ概説）の授

業。現代アフリカについての基礎的事実を、上から目線でなく語り伝えるために、アフリカ

系人が世界を制している数少ない領域と言える民衆音楽の観点から語る。 
●そこでわれわれは以下のように言うことができる：「フランス語教育の目的」ですか？ 

「アフリカに、アフリカ系人に敬意をもって接するのを容易にすること」です。 
 

d. フランス語と観光 
 言語以外の領域でフランス語が「強さ」を見せる領域を考えれば、現在当然ながら「観

光」が入ってくるように思われる。「フランスは、世界最大の観光大国である」からだ。 
ただそのことは、たとえある人物が「観光」ということに多大な興味をもっていたとして

も、その人物が苦労を重ねてフランス語を学習していこうとするための動機には直接結びつ

かないではないか、といわれればたしかにその通りである。 
 ここで「ほかに何も用事がないのだったら、ひとは何を求めて外の国に行くのか」という

「観光」の根本問題を問うてみよう。たとえば金沢の名所、兼六園について（現行フランス

語版パンフレットは筆者とEmmanuel Antier氏が日本語テキストから翻訳したもの）「宏大・

幽邃・人力・蒼古・水泉・眺望の6つの景観を兼ね備える」と書けることは、書いた人にとっ

ては非常に大事なことであるだろう。そのことは全く批判されるべきではない。ただその場

合でも一般読者は、その意味は結局どういうものかということと、外国の「観光客」が日本

にやってくるのは何に惹かれてのことなのかを考えてみる心はもつべきではないか。 
 Le Japon, Michelin, Le Guide Vert は兼六園について： 
Son nom, « jardin des six éléments combinés », se réfère aux six attributs qu’il est supposé posséder : 
immensité, isolement, agencement minutieux, ancienneté, fraîcheur (du fait des eaux courantes qui le 
traversent), charme des paysages. À vrai dire pour percevoir toutes ces qualités, mieux vaut s’y rendre 
de bonne heure ou en fin de journée, loin de la foule qui s’y bouscule en journée. (p. 398)と述べてい

る。いうまでもなくフランスのミシュランは、グルメだけでなく観光ガイドの分野で世界展

開している「権威」なのである。 
●そこでわれわれは以下のように言うことができる：「フランス語教育の目的」ですか？ 

「観光の本当の意義を理解するようになること」です。 
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2. 世界文学のなかのフランス文学 
  
「文学」はけっして 21 世紀初頭の日本の若い人の間で、人気を失ってはいない。これは金

沢大学で 10 年以上にわたり一大学の文系全体が対象の「文学概論」を担当した者の実感であ

る。わが国の若い世代は受験勉強の科目ではない、本物の「教養」に飢えている。「教養」を通

じて精神的に、成長したく思っているのだ。年配者には「文学にそのような力があるとは考え

られない」と言う権利を持っていない。年配者自身は多くの場合、たしかに文学のおかげで成

長し、ある種の心の安定を得たはずなので、後の世代にその可能性を垣間見ることを許さない

というような勝手なことはできない。フランス語、フランス文学に大きく関わりをもったひと

は特にそうであるはずである。 

しかしいまや世界文学の時代である。国別対抗戦の形になった大学の文学系諸講座には、将

来性のことも考えれば、学生たちも入ってきにくい。その意味からも、諸国民文学が分け隔て

なく人類共通の財産となる日が来るならば、それは非常に喜ばしいことである。 

ただそこで、文学の歴史というものがある程度のところまで「二都物語」――つまりパリと

ロンドンの物語――だったということはどうしても主張しておかねばならない。そして、あえ

て断言するなら、フランス以外のどの国民国家の文学に視点を置いても、フランスに置くほど

クリアに「世界文学」が見えはしない。フランスを中心に置くのがいちばん「分かりやすい」

のである。フランス語教育に心をくだく者は文学を見捨ててはならないし、逆に文学の将来に

憂いのある者はフランス語教育を無視してはいけないのである。 
●実際の取り組み１：「文学概論」。理念的には古今東西の全ての文学の紹介を目指す授業。

その骨格はパスカル・カザノヴァの立論である（cf. Pascale Casanova, La République mondiale des 
Lettres, 1999. 岩切正一郎訳『世界文学空間』、藤原書店、2002 年）。後期 15回がひとつの単位

となるこの授業は、2015 年以前は全文系学生から毎年 150名以上の履修があった。カリキュラ

ム改正後履修者が半数ほどに減ったことについては、「必修科目」がほかにたくさんできたこ

とが大きいと考える。 
これまで諸々の理由で、諸々の場で、英文学、独文学、日本文学等に奪われていた文学の中

核にふさわしい視点が、「文学的営み」が convoitise の対象であることをやめたときに、文学の

メインストリームがたしかに英仏海峡を離れたときに、逆説的にも初めてフランス文学のもと

にやってきて、文学が文学にふさわしい形で提示されることになった。 
●実際の取り組み２：フランス文学授業の枠内でのベトナム文学入門。ベトナム文学史につ

いて、フランス語で書かれた大著  Lê Thành Khôi, Histoire et anthologie de la Littérature 
viêtnamienne (Les Indes Savantes, 2008)を、ベトナムからの留学生と助け合いながら、読んでい

く。ベトナム語、ベトナム文学が中国流の  « la concision, le parallélisme, le rythme et les allusions 
littéraires » を放棄したとき起こったことの本当の理解は、Lê 氏がどのような言い方をしよう

とフランス語、フランス文学の知識なしに達成しえないことである（p.439）。 
●実際の取り組み３：「グローバル時代の文学」の授業。数名の教員で分担して担当し、理論

的には当学の全学生の三分の一が履修する。「1 クオーター」90 分 8 回の授業で完結すべき授

業で、その意味でそんなに大きなことはできないが、理系を含めた全学生が対象という場に文

学が参入しているところには、現代では深い意義がある。文学は、時代が一回りしたいまこそ

傲然と「国際的な場で見識を示せる」こと、「心のバランスを保つ」ことをその効果として主張

して理系をひきつけるべきなのである。 
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バルトもフーコーも英語で読んでいるひとが大半という時代が来るかもしれない。あえてそ

れでいい、と言おう。なぜならその場合、うしろめたさなしにフランス語の存在を抹殺するこ

とはできなくなるはずだからである。 
●そこでわれわれは以下のように言うことができる：「フランス語教育の目的」ですか？ 

「文学の力に対する畏敬を学び、また伝えられるようになること」です。 
 

 

3. 若い世代のフランス語教育者、フランス文学研究者にお勧めしたいこと 
 
 諸兄の「専門」として、「間言語理解」intercomprehension / intercompréhension と/および et/ou
「世界文学」world literature / littérature-monde を入れ、少しずつでも業績を重ねていただきた

い。貴君が熟達したフランス語教員で、十分フランス文学研究家ならば、そして自らの真摯な

知的成長を十分信用できるなら、最短期間でそれは名実伴ったものになると考える。 
 ●「フランス語教育の目的」ですか？ それは学び手が「フランス語ができるようになるの

を楽しめること」です（当然！）。
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Thème 1   

Les compétences requises de l’enseignant           

dans le domaine de l’éducation interculturelle 
 

TAMURA Akiko BELEC Cédric 
Université préfectorale d'Aichi Université Kwansei Gakuin 
akikotamura2910@gmail.com shiva_b_c@yahoo.co.jp 

 
Cet article a pour but de faire un état des lieux des compétences requises de l’enseignant 

dans le domaine de l’éducation interculturelle et de présenter quelques activités de classe 
adaptées au public japonais. 
 

1. La place de l’éducation interculturelle dans l’enseignement du FLE 
L’apparition du CECR a eu un impact considérable sur l’enseignement du FLE, non 

seulement en Europe, mais aussi dans le monde entier. Au Japon, on a beaucoup discuté de 
la contextualisation de ce nouveau dispositif pédagogique, et il nous semble qu’un accord a 
été trouvé sur la finalité de l’enseignement du FLE au Japon : développer la compétence 
plurilingue et pluriculturelle des apprenants pour leur permettre de mieux appréhender la 
diversité linguistique et d’avoir l’esprit plus ouvert à l’altérité. Par ailleurs, le Conseil de 
l’Europe, qui a créé le CECR, met en évidence l’importance du développement de la 
compétence interculturelle dans l’enseignement du FLE : « L’éducation interculturelle […] 
constitue une finalité essentielle des enseignements de langues, en ce qu’elle concourt ainsi 
au développement de la personne. »1 Ainsi, l’éducation interculturelle occupe une place 
importante dans l’enseignement du FLE.  

La compétence interculturelle, c’est une capacité complexe à établir une relation 
harmonieuse avec l’altérité2. Elle permet aux individus non seulement de connaitre et de 
comprendre les autres, mais aussi de mieux se comprendre eux-mêmes et d’agir de manière 
appropriée dans une situation de communication interculturelle. Comme l’affirme 
l’UNESCO, développer cette compétence est indispensable à notre époque mondialisée où 
l’on rencontre de plus en plus fréquemment des gens dont la culture nous est étrangère3. 
L’une des missions importantes de l’université est de former des citoyens ouverts à la 
diversité afin d’éviter les phénomènes de rejets qui découlent de la peur de l’inconnu.  

                                                
1 Conseil de l’Europe, De la diversité linguistique à l’éducation plurilingue : Guide pour l’élaboration 
des politiques linguistiques éducatives en Europe, Strasbourg : Conseil de l’Europe, 2007, p. 77.    
< https://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Guide_niveau3_FR.asp > 
2 Pour les composantes de la compétence interculturelle, voir Byram, M., Gribkova, B. et Starkey, H., 
Développer la dimension interculturelle dans l'enseignement des langues - Une introduction pratique à 
l’usage des enseignants, Strasbourg : Conseil de l’Europe, 2002.  
< https://www.coe.int/t/dg4/linguistic/Source/Guide_dimintercult_FR.pdf > 
3 L’UNESCO, Principes directeurs de l’UNESCO pour l’éducation interculturelle, Paris : l’UNESCO, 
2006, p. 7. < http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001478/147878f.pdf > 
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Malgré cela, l’enseignement du FLE dans le monde reste souvent cantonné à l’acquisition 
des compétences langagières. D’après Windmüller, cette insuffisance est due au manque de 
formation des enseignants à l’éducation interculturelle4. L’éducation interculturelle est avant 
tout un processus de remise en question de soi par la confrontation à l’altérité, ce qui 
demande aux apprenants un investissement personnel, non seulement au niveau cognitif, 
mais aussi au niveau émotionnel et affectif. Son introduction implique un grand changement 
de nature de l’enseignement des langues : la classe de langue est transformée en lieu de 
dialogue social et de réflexion, et l’enseignant y joue un nouveau rôle, celui de 
« facilitateur ». D’où l’intérêt et l’importance, pour les enseignants, de se munir de 
connaissances et de compétences spécifiques à ce nouveau dispositif éducatif. 

 
2. Les compétences requises de l’enseignant pour l’éducation interculturelle 
2.1. La compétence interculturelle de l’enseignant 

Il y a deux raisons pour lesquelles nous mettons l’accent sur la compétence interculturelle 
de l’enseignant. 

La première relève de sa nature. La compétence interculturelle est une faculté qu’il faut 
acquérir de façon consciente et qui évolue tout au long de la vie5. Son développement 
concerne donc non seulement les étudiants, mais aussi les enseignants : « Les enseignants 
[…] doivent avant tout être eux-mêmes des apprenants interculturels actifs et engagés, à la 
fois professionnellement et dans leur vie personnelle. »6 

La deuxième raison tient à l’influence de la compétence interculturelle de l’enseignant 
sur la classe de langue. Ses représentations sur la culture française déterminent le choix des 
aspects culturels traités en classe et le regard porté sur ces aspects : « Nous [les enseignants] 
jouons aussi un rôle important dans la transmission volontaire ou inconsciente des idées et 
valeurs collectives au groupe de référence, donc aussi des stéréotypes et préjugés. »7 Il est 
donc important que les enseignants prennent conscience de leur propre compétence 
interculturelle et la remettent en question si nécessaire.   

 
2.2 La compétence de formateur à l’interculturalité : quel rôle l’enseignant joue-t-il 

dans l’éducation interculturelle ? 
Dans l’éducation interculturelle, le rôle principal de l’enseignant est celui de 

« facilitateur » : son travail consiste à motiver et aider les apprenants à acquérir les attitudes 
et les capacités nécessaires à l’interaction interculturelle plutôt qu’à leur transmettre des 
savoirs. Il a ainsi pour tâche de concevoir des cours et des activités leur permettant de 
                                                
4 Windmüller, F., Français langue étrangère (FLE) – L’approche culturelle et interculturelle, Paris : Belin, 
2011, p. 10. 
5  Huber, J. et Reynolds, C. (dir.), Développer la compétence interculturelle par l’éducation (Série 
Pestalozzi, n° 3), Strasbourg : Editions du Conseil de l’Europe, 2014, pp. 88-89. 
6 Neuner, G., « Les dimensions de l’éducation interculturelle », dans Huber, J. (dir.), La compétence 
interculturelle pour tous (Série Pestalozzi, n° 2), Strasbourg : Editions du Conseil de l’Europe, 2012, p.41. 
< https://www.coe.int/t/dg4/education/pestalozzi/Source/Documentation/Pestalozzi2_FR.pdf > 
7 Chaves, R.-M., Favier, L. et Pélissier, S., L’interculturel en classe, Grenoble : Presses universitaires de 
Grenoble, 2012, p. 53. 
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développer leur compétence interculturelle. Huber et Reynolds précisent cinq principes 
d’organisation à appliquer dans la préparation de l’éducation interculturelle : expérience, 
comparaison, analyse, réflexion et action8.  

-  L’expérience : la meilleure façon d’acquérir des connaissances sur d’autres groupes 
sociaux et sur leur culture est d’apprendre par l’expérience directe, dans un cadre réel ou 
imaginaire. Le travail de l’enseignant consiste alors à créer ces occasions de découverte et 
d’apprentissage : jeux, activités telles que le jeu de rôle ou la simulation, interactions en 
classe, interactions avec des correspondants, médias traditionnels, médias sociaux, etc. 

-  La comparaison : la comparaison permet à l’apprenant d’identifier les similitudes et 
les différences existant entre deux cultures, ce qui favorise la compréhension et le respect 
envers les autres. Mais il existe une tendance naturelle à trouver « étranges / bizarres » des 
aspects culturels inconnus. L’enseignant doit être conscient de ce risque et conduire les 
apprenants à la comparaison sans porter de jugement. 

-  L’analyse : il est aussi important d’analyser les motivations sous-jacentes des actions 
ou des propos des personnes ayant d’autres références culturelles. Cette phase 
d’interprétation permet à l’apprenant de comprendre le fonctionnement des valeurs, des 
convictions et des pratiques d’une autre culture et de réfléchir sur lui-même. 

-  La réflexion : les trois phases décrites ci-dessus doivent être accompagnées de 
moments consacrés à la réflexion. Les apprenants sont invités à rapporter ce qu’ils ont vécu 
ou appris et à exprimer leur opinion. Cette phase de réflexion renforce leur compréhension 
des autres et d’eux-mêmes et développe leur esprit critique. 

-  L’action : l’éducation interculturelle ne doit pas s’arrêter à la réflexion, car la 
compétence interculturelle se réalise dans le monde réel où ont lieu les rencontres avec 
l’altérité. La curiosité, l’ouverture et le respect pour les autres s’éveillent chez l’apprenant 
dans des dialogues interculturels authentiques ou des activités de coopération mettant en 
relation des cultures différentes. Dans cet objectif, l’enseignant peut organiser par exemple 
des projets à dimension internationale visant à « l’amélioration de l’environnement social et 
physique », en partenariat avec d’autres institutions éducatives. 
 
3. La mise en œuvre de l’éducation interculturelle dans l’enseignement du FLE au 
Japon : quelques exemples de l’utilisation de films en classe 

Il existe de nombreuses façons de développer l’interculturel en contexte exolingue où les 
apprenants viennent d’horizons divers. Dans le cas de l’apprentissage du français au Japon, 
en dehors de quelques exceptions, les classes sont, dans l’ensemble, très homogènes. Bien 
que chaque individu soit porteur d’identités culturelles propres, en fonction de sa région 
d’origine, de son statut social et de ses appartenances à différents groupes, celles-ci sont plus 
difficiles à distinguer qu’avec des étrangers. D’autant qu’afficher ses différences n’est pas 
une habitude très prégnante au Japon. De là, l’utilisation de films (en version sous-titrée) 
présentant d’autres manières d’être et de faire peut s’avérer pertinente pour prendre 
conscience de l’altérité et questionner en retour ses propres pratiques. 
                                                
8 Huber, J. et Reynolds, C., op.cit., pp. 93-94. 
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Voici quelques exemples d’exploitation avec des extraits du film L’auberge espagnole de 
Cédric Klapisch. Cette œuvre met en lumière les difficultés de cohabitation entre des 
personnes ayant des habitudes et des conceptions différentes, de par leur éducation ou leur 
culture. Dans cette histoire vivent ensemble Alessandro, un Italien, Tobias, un Allemand, 
Wendy, une Anglaise, Soledad, une Espagnole, Xavier, un Français et Lars, un Danois. 

Nous commencerons par l’illustration du concept d’auberge espagnole par Xavier, un des 
personnages principaux du film. (L’extrait se situe entre 00:31:37 et 00:32:43.) Dans cette 
scène, Alessandro arrive les pieds nus et mouillés dans la cuisine pour récupérer ses lunettes, 
laissées la veille, dans le réfrigérateur. Lorsque Tobias l’interroge sur la raison de leur 
présence insolite en cet endroit, Alessandro se justifie au lieu de s’excuser. De la même 
manière, lorsque Soledad lui fait remarquer qu’il laisse des traces mouillées sur le sol, il lui 
rétorque que « ce n’est que de l’eau ». Dans les deux cas, Alessandro ne fait pas la démarche 
d’analyser la situation du point de vue de ses deux interlocuteurs. Ce qui lui semble aller de 
soi doit s’imposer aux autres. On retrouve cette vision autocentrée avec Soledad juste après. 
Celle-ci justifie l’utilisation de l’espace alloué à une autre personne par le fait que sa brique 
de jus d’orange ne tient pas debout sur son propre espace.  

Il peut être intéressant de faire tout d’abord décrire la scène par les apprenants sans 
orienter leur regard, puis de leur faire relever les éventuelles difficultés de la vie en 
colocation, ensuite de leur demander de présenter, pour chaque « micro conflit », le point de 
vue de chacun des protagonistes, enfin de discuter ensemble de solutions possibles à ces 
« problèmes ». Le fait d’amener les apprenants à adopter un point de vue différent du leur 
les oblige à se décentrer. C’est un point de départ pour comprendre l’autre et éprouver la 
multiplicité des points de vue et des représentations du monde. 

Dans un autre extrait du film (00:28:17 à 00:29:37), il est question de la notion d’identité. 
L’un des interlocuteurs de Xavier évoque sa double identité gambienne et catalane, en 
insistant sur le fait qu’il n’y a pas une identité plus « valable » qu’une autre. L’identité 
française est également évoquée avec humour à travers les clichés de Françoise Hardy, 
d’Astérix et du fromage. Un troisième interlocuteur insiste enfin sur le fait que l’Espagne ne 
se résume pas à la corrida et au flamenco, mais comporte bien d’autres choses, dont le catalan 
fait partie. Ce bref échange permet aux apprenants de réfléchir à leur propre identité, aux 
clichés de leur propre pays véhiculés à l’étranger, et sur les leurs. 

Enfin la notion de stéréotype est illustrée par William, le frère de Wendy, à deux reprises. 
Tout d’abord, lorsqu’il est présenté par sa sœur au groupe (01:09:50 à 01:11:23), il fait un 
monologue dans lequel il donne sa vision des Espagnols et des Français. Cette description 
ne manque pas d’irriter Soledad, de nationalité espagnole, qui lui démontre la vacuité de son 
discours. Dans une autre scène (01:17:28 à 01:19:10), William décrit le comportement 
supposé des Italiens par rapport aux Allemands en comparant la façon dont Alessandro et 
Tobias font leur lit. Il finit par établir un parallèle entre le caractère ordonné de Tobias et la 
volonté d’Hitler d’organiser les transports en commun. Ces comparaisons grossières et ces 
visions stéréotypées peuvent servir de point de départ à la réflexion sur les stéréotypes, en 
demandant aux apprenants de définir la formation du stéréotype (parfaitement illustrée par 
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William) et, dans un second temps, de réfléchir à ses dangers.  
Une autre démarche peut consister à comparer deux scènes similaires de films de 

nationalités différentes, afin d’en souligner les spécificités culturelles. Dans cette perspective, 
nous prendrons le film Kaosu de Hideo Nakata, thriller qui met en scène un faux enlèvement. 
Son remake français, qui porte le nom d' Iris, est réalisé par Jalil Lespert. Nous utiliserons 
la scène initiale au restaurant entre un banquier et sa femme. Dans la version française 
(extrait de 00:02:25 à 00:05:00), les deux protagonistes sont proches, ils se touchent les 
mains. À un moment, l’homme témoigne verbalement son amour à la femme. Par le temps 
qu’elle met à lui répondre, la femme le laisse en position d’attente et de dépendance. Elle 
semble ainsi le dominer. Lorsqu’il sort du restaurant et constate l’absence de sa femme, 
l’homme semble très inquiet, revient sur ses pas et demande à plusieurs personnes si elles 
l’ont aperçue. Dans la version japonaise (extrait de 00:01:00 à 00:03:36), la distance 
interpersonnelle est plus grande, les protagonistes ne se touchent pas et l’homme a un statut 
supérieur à la femme. Celle-ci ne le contredit pas et fait des efforts pour lui être agréable. 
Lorsque l’homme quitte la table pour régler l’addition, sa femme le suit à distance. À la 
sortie du restaurant, constatant l’absence de sa femme, il sort une cigarette et s’en va au 
travail. Ces différences, si elles ne sauraient définir, à elles seules, les relations homme-
femme en France et au Japon, peuvent néanmoins faire réfléchir les apprenants sur les 
différences de distances interpersonnelles, de statut entre hommes et femmes, mais aussi sur 
ce qu’on peut faire ou dire en public. À noter que cette démarche gagnerait en pertinence en 
faisant dialoguer des étudiants français au Japon, dans le cadre de leurs études, avec des 
étudiants japonais. 

Toujours dans le domaine du cinéma, comparer les bandes annonces d’un même film à 
des publics différents peut aussi être intéressant. Nous illustrerons cette possibilité avec les 
versions américaine, française et japonaise du film La marche de l’empereur. Dans la version 
japonaise, une voix off contextualise le documentaire, puis laisse place à une voix de femme 
éthérée soutenue discrètement au piano. Ce chant s’apparente à la comptine d’une mère à 
son enfant. La bande annonce insiste ainsi sur l’innocence et le caractère « kawaii » des 
manchots. Dans la version américaine, la bande annonce est construite à la façon d’un dessin 
animé de Pixar. La voix off, omniprésente, narre les scènes accompagnées de musiques qui 
illustrent tour à tour les moments drôles, épiques ou émouvants. La version française, quant 
à elle, se fait plus discrète. Seule une narration écrite, accompagnée d’une musique 
instrumentale, entrecoupe périodiquement les images. Les cris et bruits des animaux sont 
perceptibles. Ici, on ne cherche pas à humaniser ces créatures ou à scénariser leur vie, mais 
plutôt à offrir au spectateur le privilège de partager un moment unique. En classe, il pourrait 
être demandé aux apprenants de décrire tout d’abord chacune de ces bandes annonces, en 
distinguant le caractère général, la musique, la narration et le choix des images, puis de leur 
faire définir les attentes du public visé par chacune de ces bandes annonces. Enfin, il serait 
intéressant de comprendre en quoi la tentative de cibler un public donné est nécessairement 
porteuse de stéréotypes. La même approche peut être utilisée pour comparer l’adaptation de 
marques internationales à leurs publics à travers leurs spots ou leurs affiches publicitaires. 
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l はじめに 

 2017年度より、所属大学教養部の人文・語学系教室と既存の文系学部が統合し、国際学部と

いう名称の新学部が設置された。筆者はかねてから新学部設置に関わるワーキンググループに

参加し、また学部設置初年度より教務委員を務める中で、フランス語教育だけでなく学部生全

員への初年次教育のデザイン、マネジメントに関わるという貴重な機会に恵まれた。こうした

取り組みの中で、それまでフランス語教員として培ってきたネットワークや養ってきた言語活

動への視点が初年次教育の取り組みに大いに生かされるという実感を得た。本稿では新学部一

年目に実施した初年次教育の具体的な取り組みを紹介し、その中で得た実践知や考察を共有し

たいと思う。 

 

1. つながりのデザイン：弘前研修／仙台研修 

近年、学生が大学での学びや経験に自分なりの意味を見いだし、広い意味でのキャリアデザ

インについて初年次教育の段階から考えを深められるような学士教育への社会的要請が高ま

っている。こうした観点から、学習の場を教室だけに限定するのではなく、学生が外部のコミ

ュニティや新しい「場」とつながりを持てるような教育プログラムの開発／実践の必要性を感

じていた。学長教育改革支援費事業「学生を主体とした大学間交流によるアクティブラーニン

グの活性化」はこのような背景から構想したもので、具体的には学生による大学間交流と地域

連携活動への参加を目的とした研修旅行とその成果報告を実施した。 

本事業を企画するにあたって前提となったのは、筆者がすでに共同研究1を開始していたフ

ランス語教員のネットワークの存在である。共同研究者である熊野真規子氏が弘前大学の学生

と継続的に取り組んでいる「弘前×フランスプロジェクト」活動の一環である地域連携型マル

シェに本学学生をボランティアスタッフとして派遣し、また同時期に参加していた慶應義塾大

学 SFC 國枝孝弘研究室の学生および宮城学院女子大学間瀬幸江氏の引率学生をまじえて 4 大

                                                
1「社会実験的アプローチによる地方都市の複言語・複文化教育モデル構築と地域活性化検証」 
日本学術振興会 科学研究費助成事業（学術研究助成基金助成金）挑戦的萌芽研究 
研究期間: 2015 年 4月 - 2018 年 3月  代表者: 熊野真規子 
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学で学生主体による交流イベントを実施した。さらにその後、宮城学院クリスマスマーケット

へも学生を派遣できることになり、仙台へも同様の研修旅行を実施した。 

研修旅行を実施するにあたって留意したことは、参加者全員が役割を持ってそれぞれに責任

ある行動をとるしくみづくりである。例えば、リーダーは学生だけで行動する際のとりまとめ

や引率教員からの連絡事項の伝達、会計係は研修中に生じた飲食費などのとりまとめ、撮影係

は後日大学ホームページに掲載したり成果報告に使用したりするための写真撮影と管理、とい

ったように全員が何かしらの役職を担うようにし、それらの係は立候補制で学生どうし話し合

って決めてもらったため、それぞれの得意分野を生かした自主的な行動を観察することができ

た。 

研修後は、学内で他の学生や教員もまじえて報告会を行ったのち、報告集を制作した。この

報告集は、教員が執筆した趣旨説明のページを除くと全て参加学生自身が執筆したものである。

全員が一回生ということもあり文面に拙い点は多々あったが、書きあがった文章に手を加える

ことなく、彼らの書きたいこと・伝えたいことを損なわない、という点を重視した。以下はそ

の報告集からの抜粋である。 

 

交流会では、弘前大学の生徒が津軽三味線を演奏してくれました。力強く・元気の出る演奏

に拍手が止まりませんでした。旅館に帰ってからも、少しの間、お互いの大学のことなどで、

話が盛り上がりとても楽しい１日でした。 

一番印象に残っているのは、マルシェでフランス語を使ってだるまさんが転んだをやったこ

とです。遊びに来てくれた、子供たちがとても楽しんでいたので、一番印象に残っています。 

僕の行った弘前市、最初は東北地方にある市というイメージしか想像が出来ませんでした。

でも文化・歴史などを下調べした上で弘前市に行くと新たな新発見がありました。 

私がこの弘前研修旅行に参加して特に勉強になったことは“積極的に行動することの大切

さ”です。今回の研修旅行で私は積極的に話しかけ、フランスや青森県、北海道出身や宮城

県、関東など様々な地域の人や年代の人とお話ししました。積極的にコミュニケーションを

とることでいろいろなことを感じたり発見することができました。この研修に行く前は“フ

ランス”について新しいことを学んで帰ろうと思っていましたが、それだけではなく日本の

中での様々な異文化に気づくことができました。 

この交流で一番印象に残ったことは津軽弁です。なかなか聞きなれない方言で、聞き取るの

がとても難しかったですが、この交流を通して、フランスの文化だけでなく、日本の他の地

域の文化も学べたことは大きな自己成長に繋がったと思います。 

地域活性化を特徴とした研究プロジェクトのなかでこんなにもすごい企画ができたのも地

域の方の協力があったからこそなのかなと気づきました。私はこの研修を学んだ経験をこれ

からの授業やいろいろなところで活かせたらと思います。それ以外にも地域の方とたくさん

交流したりして、自分の地域でこのようなイベントを企画したいなと思いました。私の地域

には、中国の方が多いので、中国の春節を近くの学校の体育館などを借りて、行ったりした

いです。 

クリスマスマーケットでは、このイベントを開催する前の準備など、裏方で動くことの重要

さと開催時の在り方を知ることができました。これらを踏まえ、この研修で行ったようなイ

ベントなどを行う際にはきちんと学んだことや感じたことを反映させてより良いものを作

り上げていきたいと思いました。 

 

 参加学生にとって、他大学の学生やふだん交流のない地域の人や言語、文化と触れ合ったこ

とが様々な気づきに結びついたということが分かる。また、ボランティアスタッフとして学生

主体のイベントの一端を担うことで、人と協働してプロジェクトを達成するための実践知を彼

らなりに感じとり、自身の今後の活動につなげていきたいという意欲が感じられる。初年次教
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育は大学での学びのあり方の基盤を形成するものであるとともに、広義でのキャリアデザイン

教育にも結びつくものであると考えているが、彼らのこうした経験やそこで考察したことはそ

のどちらの観点からも実践知のレパートリーとして生かされるのではないかと考えている。 

 

2. アートと身体性：シアターラーニング 

 言語教育の中にアートや身体性の要素をとりいれるというのはフランス語教育の分野では

従来から行われてきたことで、そうした実践になじみのある教員も多いのではないかと思う。 

 今回、新学部の創設にあたって新入生歓迎イベントを実施できることになったため、音楽と

演劇、身体性の要素をとりいれたコミュニケーション教育の観点から、フランス語履修者だけ

でなく学部生全員で楽しめるイベントを企画した。「音楽座ミュージカル」の俳優のみなさん

によるシアターラーニング2のワークショップである。シアターラーニングは歌や演技、創作表

現をとりいれたワークショップ型の研修プログラムで、学校教育はもちろん企業研修などでも

注目されている。目的に応じてオーダーメイドでプログラムを組んでもらうことができるが、

今回は 1回生全員を対象とし前期の終わり頃の実施ということで、グループが固定化してきた

タイミングで普段の友人以外の学生とも学び合う機会をつくること、特に留学生が 3 割以上と

いう学部で留学生と日本人学生との交流をはかることを目的とした 3時間のワークショップを

オーダーした。 

 ワークショップ前半は劇団員のみなさんの元気な登場と「つかみ」から始まり、近くの人と

ペアを何度も交代しながら体を動かす様々なワークに参加、後半はグループに分かれてプロの

俳優からの熱血指導を受けながらコマーシャルの制作と実演、最後には全員で輪になってミュ

ージカルの一場面を再現、という流れだった。 

学生の満足度が非常に高いイベントとなった一方で、ふだん日本人どうし、留学生どうしで

固まりがちな学生が同じグループとなり、うまくコミュニケーションがとれずグループ発表の

準備が滞っていたグループもあった。この際、予定どおり全てのグループに最終発表をしても

らうか、それとも一部のグループだけを指名してやってもらうか、という相談がファシリテー

ターからあったが、思い切って全員に舞台にあがってもらうことにした。最初、準備ができて

いないことで前に出ることを嫌がる学生がいて会場が一瞬気まずい雰囲気になったが、ファシ

リテーターが当人でなく周囲の学生や見ている学生に声をかけると、観客側から場を盛り上げ

ようと即興で芝居に加わる学生が次々と出てきて、最終的にはしぶっていた学生も笑顔で舞台

にあがるという結果になった。 

活動型の教育実践でよく問題になるのは、学生にも参加しない権利がある、というものであ

る。だが、今回の事例のように、学生が活動そのものに絶対に参加したくないという強い意志

を持っているというよりは、グループ編成や課題達成への不安、個人の性格などなんらかの要

因から積極的に活動しづらい状況に置かれているだけで、活動デザインの変更や即興的な対処

によって学生の態度が変容することは多々ある。むしろその場の雰囲気に疑問を持つ学生の存

在は貴重であり、活動を進めていく中でそうした「ひずみ」のような瞬間が訪れたときに本人

や周囲の学生、ファシリテーター（教員）がどのような行動をとるのか、という点にこそ活動

型の教育実践の醍醐味があるのではないかと思う。 

 

  

                                                
2 シアターラーニング詳細ページ http://www.humandesign.co.jp/ 
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3. ことばの多様性：ランゲージカフェとゲスト講師制度を利用した多言語学習活動 

 次に紹介するのは、初年次教育の枠組みで実施した多言語学習活動である。大山（2016）3が
述べるように、様々な言語的・文化的リソースを学習に生かすことは言語教授法として有効で

あるというばかりでなく、言語や文化の多様性やその価値に気づくという教育上の大きな目的

に結びついた活動であるといえる。 

 筆者はフランス語関連科目以外に 2つの初年次教育の授業を受け持っている。ひとつは「入

門ゼミ」で、少人数（20名弱）の担任クラス制をとっており、学内施設の活用法やノート・テ

イキング、プレゼンテーションの方法やレポートの書き方などアカデミック・スキルの初歩を

学ぶとともに、グループ活動などに慣れてもらい学生どうしの良好な関係性形成を支援する授

業である。もうひとつは「ワークショップ」という 2コマ連続の授業で、前期はオムニバスの

形で複数の教員の授業を受け、後期は選択した教員の授業を一学期を通して受講する。授業内

容の設定は各教員に任されているが、いずれもグループで話し合ったり一緒に何かをつくった

り、ゲスト講師とともに教室外で活動したりとアクティブな授業形態をとるユニークな授業で

ある。以下は後期のシラバスの例である。 

 

第 1回 
オリエンテーショ
ン 

クラスのメンバーについて知る 

授業参加の心得と評価についての説明 

教員、外部協力者へのメールの作法 

第 2回 
アイスブレイクを
デザインする 

さまざまなアイスブレイクの技法を知る 

オリジナルのアイスブレイク活動を考案、実施する 

第 3回 
アンケート調査を
実施する 

クラスのメンバーに聞いてみたいテーマを設定する 

目的に合わせたアンケート項目の作成方法を知る 

アンケート用紙を作成する 

調査結果を分析、発表する 

第 4回 
外国語学習のすす
めを製作する 

新入生が初修外国語を選択する際の参考になるような情報を
収集する 

各言語の履修のすすめをパンフレット形式で制作する 

グループ毎に制作物をプレゼンする 

第 5回 ゲスト講義 (1)  体験講座による多言語学習活動 

第 6回 
国際学部を紹介す
る 

所属学部の概要やアピールポイントを調べる 

学部紹介のパンフレットを制作する 

グループ毎に制作物をプレゼンする 

第 7回 
国際学部のイベン
トを企画する 

これまでに所属学部で実施されたイベントを調べる 

所属学部の特徴をふまえた公開イベントを企画する 

企画内容をプレゼンする 

第 8回 
学内コンテストに
応募する 

これまでに所属大学で実施された研修旅行を調べる 

産大生向けの研修旅行を企画する 

学内コンテストへの応募書類を制作し実際に応募する 

 

第 9回 
ワークショップを
デザインする 

ワークショップとは何か？ 

さまざまなワークショップの事例を知る 

                                                
3 大山万容（2016）『言語への目覚め活動 複言語主義に基づく教授法』くろしお出版 
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良いワークショップの特徴について考える 

第 10回 ゲスト講義 (2)  体験講座による多言語学習活動 

第 11回 
ワークショップ準
備 (1) テーマの
決定 

グループ単位でのブレインストーミング 

テーマの設定、情報収集 

第 12回 
ワークショップ準
備 (2) グループ
での準備活動 

パワーポイント、配布物、手順書の作成 

第 13回 
ワークショップ準
備 (3) グループ
でのリハーサル 

手順、役割、準備物の確認 

グループ単位でのリハーサル 

第 14回 
ワークショップ大
会 

グループ単位でワークショップを実施 

質疑応答と相互評価 

第 15回 ふりかえり活動 一学期の総括とフィードバック 

 

筆者は担当するこれら 2つの初年次授業において、多言語学習活動をとりいれた。まず「入

門ゼミ」の授業においては、学内のランゲージカフェを利用した授業および課題を実施した。

ランゲージカフェは平日の 12 時から 17 時まで、各曜日担当言語のネイティブスピーカーが常

駐し、当該言語の授業で出された課題の相談や暗唱大会の練習をはじめとして、単に空き時間

を外国語でおしゃべりしながら過ごすといった利用の仕方もできる施設であり、フランス語、

ドイツ語、中国語、朝鮮語、英語、日本語（主に留学生対象）が設置されている。この施設で

クラスの半分の学生は朝鮮語、もう半分の学生は教室に残って私からフランス語のレッスンを

受けることで、全員がこれまで学んだことのない言語を学習してみるという体験を提供した。 

さらに「ワークショップ」の授業では、外部講師を招いてスペイン語とオランダ語の特別授

業を実施した。フランス語を学んでいることからスペイン語の単語を類推できたり、ドイツ語

を学んでいることからオランダ語の表現を少し理解できたり、という学生もいて授業が大いに

盛り上がるとともに、学生のふりかえりからはそれぞれの言語圏の地理や歴史に興味を持った

者も多かったことが分かった。 

 

l おわりに 

 本稿では、つながりのデザイン、アートと身体性、ことばの多様性、という 3つの観点から、

初年次教育の具体的な取り組みを紹介した。これらの実践はいずれも、筆者自身がフランス語

教員としてつくりあげてきた人間関係や研究上・教育上の視点から大きく影響を受けて生み出

されたものである。昨今、多くの大学のカリキュラムにおいて必須項目となりつつある初年次

教育やキャリア教育という概念の根底にあるものは、実はフランス語をはじめとした言語の教

育と目的を一にするものが多く、我々フランス語教員が培ってきた知見はこうした分野に貢献

するところが大きいのではないかと考えている。図らずも今年のランコントルのターブル・ロ

ンドのテーマは「フランス語教育とジェネリックスキル」であった。筆者は仕事の関係で残念

ながらこのターブル・ロンドに参加することがかなわなかったが、本論稿集に掲載されている

報告と本稿を合わせてお読みいただければ幸いである。
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Thème 1 
 

Les représentations de l’enseignant de français au Japon 

chez les apprenants japonais de FLE : analyses et 

surprises 

 
ADAMI Sylvain MOUTON Ghislain 

Université Aoyama Gakuin Université des Ryûkyûs 
sylvius@hotmail.com hitsujiji@gmail.com 

 
 
 
0. Introduction 
  Le français est enseigné partout au Japon, dans les écoles de langues et instituts, dans le 
système scolaire de la maternelle à l'université. Il existe donc une grande variété d'apprenants 
japonais de FLE. Mais qu'en est-il des enseignants ? 
  Tout d’abord, il convient de rappeler l’existence d’une dichotomie entre le rôle de 
l’enseignant natif1 et celui de l’enseignant non natif au Japon. Comme le souligne Chevalier 
(2012), les enseignants d’université non natifs ont tendance à privilégier une approche 
méthodologique traditionnelle, alors que leurs homologues natifs tendent à favoriser une 
approche méthodologique de type communicatif. Ainsi, comme le résume Antier (2015), la 
légitimité de l’enseignant natif de FLE repose principalement sur sa maîtrise supposée du 
français, ainsi que sur sa capacité à y recourir de manière privilégiée, voire exclusive.  
  Nous sommes donc en présence de deux conceptions méthodologiques diamétralement  
opposées, impliquant d’une part les enseignants natifs majoritairement en charge de la 
communication « ouverte » dans la langue cible, et donc forcés à bannir l’usage de la langue 
source, et d’autre part les enseignants non natifs responsables de l’enseignement « strict » 
des règles de grammaire et de conjugaison, principalement dans la langue source. Notons 
toutefois qu’à l’encontre de cette situation japonaise quelque peu « fermée », il existe un 
courant de recherche empirique qui souligne l’importance de l’alternance dans le recours à 
la langue source dans le processus d’enseignement-apprentissage de la langue cible 
(Castellotti & Moore, 1997). 
  Nous savons donc qu’il existe plusieurs représentations des enseignants de FLE, mais 
qu’en est-il des représentations que se font les apprenants de leurs professeurs ? Nous 
essayons de créer des contenus pédagogiques innovants et de développer des TICE adaptées 

                                                
1 Le concept d’enseigant natif réfère à des enseignants de la langue cible (ici, le français) et non natifs de 
la langue source (ici, le japonais). 
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aux environnements et aux niveaux dans lesquels nous exerçons notre métier, afin de 
stimuler la curiosité et de faciliter l’auto-apprentissage de nos étudiants (Adami et al., 2015), 
mais quelles perceptions ces derniers ont-ils de nos méthodes ? Quelles sont leurs attentes 
vis-à-vis de nous ? Qu’est-ce qu’ils valorisent dans nos enseignements ? Pour répondre à ces 
problématiques, nous avons tenté d’analyser à l'aide d'enquêtes les commentaires écrits 
d'apprenants concernant leurs professeurs et leurs façons d'enseigner.  
  Dans une première partie, nous présenterons les résultats d’une première enquête réalisée 
à l’Université Aoyama Gakuin concernant les attentes et les représentations des apprenants 
vis-à-vis de leurs professeurs natifs et non natifs. Ensuite, dans une seconde partie, nous 
examinerons les réponses de 497 étudiants de l’Université Internationale d’Okinawa, 
interrogés à chaque fin de semestre sur une période de cinq ans, à la question : « Quels sont 
les points positifs de votre professeur et de sa méthode d’enseignement ? » Enfin, dans la 
troisième partie, nous discuterons des résultats obtenus à partir de ces deux enquêtes.  
 
1. Enquête auprès des étudiants de l’Université Aoyama Gakuin 
  Nous avons interrogé un peu plus d’une quarantaine d’étudiants spécialistes de français à 
la fin du second semestre de l’année universitaire 2017-2018, la plupart étaient en deuxième, 
troisième ou quatrième année, et quelques-uns en daigakuin (classe de master). Les 
questionnaires étaient anonymes et les classes enquêtées avaient des enseignants de français 
différents, pour éviter que n’apparaisse la perception que d’un seul professeur. Nous 
considérons ainsi dans cette étude que réponses aux questions sont représentatives d’un 
échantillon global d’étudiants japonais du département de langue et de littérature françaises 
de l’Université Aoyama Gakuin. 
  Le premier constat est qu’il n’apparaît pas de différences significatives dans les réponses, 
ni en fonction du niveau d’études, ni en fonction des différents enseignants de français. Il y 
a ainsi une certaine homogénéité dans les réponses au sein de ce panel d’étudiants enquêtés. 
Sur la différence dans la façon d’enseigner, la majorité des étudiants ont trouvé le cours du 
professeur natif plus vivant, théâtral, dynamique, celui-ci est perçu comme plus démonstratif, 
attentionné et amusant. Sur la question concernant les différences au niveau du contenu des 
cours, le professeur natif donne plus d’exemples pratiques, contrairement au professeur non 
natif qui donne, lui, plus d’exemples littéraires. Ainsi, dans les cours des enseignants natifs, 
les étudiants se sentent plus actifs, ils participent davantage et on y parle plus de la vie 
quotidienne ou de la culture française. De même, au niveau de la relation entre professeurs 
et étudiants, les enseignants natifs sont perçus comme plus amicaux, essayant de 
communiquer avec tout le monde et posant davantage de questions sur la vie personnelle des 
étudiants. 
  Nous avons également demandé aux étudiants leur opinion sur l’utilisation de la langue 
française et de la langue japonaise pendant les cours. La grande majorité aimerait que les 
enseignants natifs utilisent davantage le japonais, non pas dans le cours proprement dit (les 
enseignants natifs sont sensés n’utiliser que le français dans leurs cours, ce qui semble bien 
intégré par les étudiants), mais plutôt pour expliquer les informations importantes, 
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concernant les examens par exemple. La plupart des étudiants ont aussi souhaité que les 
enseignants non natifs utilisent plus le français, pour écouter davantage cette langue, 
notamment pour avoir un aperçu de la prononciation « à la japonaise » du français parlé par 
des Japonais. 
 
  Enfin, nous avons demandé aux étudiants leurs attentes vis-à-vis des cours et quelle 
perception générale ils avaient de leurs enseignants. Nous avons résumé leurs avis dans le 
tableau suivant, mais là-encore, il y a une très grande homogénéité car on y retrouve plus de 
90% des réponses données. 

 

Professeur Attentes vis-à-vis du cours Représentations de 
l’enseignant 

natif 

- Être à l’aise en français (avoir une bonne 
prononciation « native ») 
- Pouvoir communiquer, acquérir un 
langage pratique 
- Avoir un cours vivant, s’amuser 

- Amusant 
- Gentil 
- Passionné 
- Sympathique 
- Amical 

Non natif 
- Explications sur la grammaire difficile 
- Comprendre plus facilement 
- Arriver à un français sans « faute » 

- Sérieux 
- Carré 
- Soigneux 
- Intelligent 
- Littéraire 

Tableau 1 : attentes et représentations des étudiants d’Aoyama Gakuin 
 
  Au terme des commentaires et des observations présentés ci-dessus, il apparaît ainsi une 
très nette différenciation dans la perception des enseignants natifs et non natifs par les 
étudiants d’Aoyama Gakuin. Cette différence très tranchée entre professeurs japonais 
« sérieux » et professeurs natifs « amusants » et « théâtraux », est une vraie surprise pour 
nous, surtout dans sa dimension unanime.  
 
2. Enquête auprès des étudiants de l’Université Internationale d’Okinawa 
  Nous avons analysé 497 réponses écrites d’apprenants japonais de FLE âgés de 18 à 24 
ans à la question : « Quels sont les points positifs de votre professeur et de sa méthode 
d’enseignement ? » Cette analyse des commentaires des apprenants couvre une période de 
cinq années, soit dix semestres s’étendant du second semestre 2012 au premier semestre  
2017, et elle concerne deux classes par semestre d’apprenants non spécialistes et grands 
débutants. Les commentaires ont tous été donnés de manière anonyme. 
  La liste des différents mots-clés extraits des réponses des étudiants d’Okinawa est résumée 
dans le tableau 2 ci-dessous. 

 
Mot ou expression « clé » Nombre d’occurences 

Le mot  amusant  173 
L'expression « facile à comprendre » 129 
Les jeux en cours 42 
L’expression « donner l'envie de » 35 
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Professeur locuteur natif 29 
Les étudiants étrangers participant aux cours 40 
Le professeur qui est passionné, à fond, branché sur 100 mille volts 35 
Paysage linguistique français et sentiment de proximité vis-à-vis du français 35 
Professeur proche et à l'écoute des élèves 8 
Google Translate pour la correction phonétique 12 

Tableau 2 : mots-clés des étudiants d’Okinawa 
 
  Nous pouvons observer que le mot amusant est le mot-clé ayant le plus grand nombre 
d’occurences, par exemple dans le commentaire « Chaque cours était jovial et amusant2 », 
suivi par l’expression facile à comprendre, comme dans le commentaire « C’était une année 
très intéressante, facile à comprendre3 , et il y avait une bonne ambiance ». Aussi, les 
expressions récurrentes telles que jeux et donner l’envie de, apparaîssant dans les 
commentaires suivants « On peut retenir les nombres en jouant4 aux dés », et « J’ai eu envie5 
d’en savoir plus sur la France », font écho aux commentaires observés dans la première partie 
concernant les attentes vis-à-vis des cours et la représentation que se font de leurs 
enseignants natifs les étudiants de Tokyo : s’amuser, dans un cours vivant, avec un 
professeur amusant. 
  Nous avons ainsi pu observer des similitudes avec les résultats de Tokyo quant aux 
commentaires des étudiants concernant le fait que leur enseignant soit natif, notamment 
celui-ci : « Comme j’ai pu entendre la prononciation du vrai français6, c’était intéressant » 
qui confirme une attente globale des apprenants d’acquérir une prononciation « native » 
auprès de leur enseignant natif. 
 
3. Discussion 
  Au terme de la présentation des résultats de ces deux enquêtes, cet article se veut avant 
tout être une proposition de débat sur le thème des représentations de l’enseignant de français 
au Japon chez les apprenants japonais de FLE, à tous les niveaux et environnements 
d'enseignement, aux quatre coins du Japon. Les différentes questions abordées traitant : 1. 
de l’opposition de la représentation des enseignants natifs vs non natifs, 2. des attentes vis-
à-vis du rôle de l’enseignant de culture, ou 3. de l’intérêt d’un dispositif hybride, alternatif, 
dans l’apprentisage du FLE au Japon, qui concernent tous les étudiants, sans exception, et 
méritent donc qu’on leur accorde à l’avenir une analyse plus étendue et approfondie.  
 

                                                
2  Mainichi no jûgyô ga akaruku tanoshiimono deshita (1er semestre 2016-2017, premières années, 
traduction de l’auteur) 
3 Totemo omoshiroi ichinenkande, wakariyasuku, funikimo yokatta (1er semestre 2015-2016, premières 
années, traduction de l’auteur) 
4  Saikoro asobi de kazu wo oboerukoto ga dekiru (...) (1er semestre 2014-2015, premières années, 
traduction de l’auteur) 
5 Furansu ni taisuru kyômi ga waita (1er semestre 2015-2016, deuxièmes, troisièmes et quatrièmes années, 
traduction de l’auteur) 
6 Furansugo no honmono no hatsuon de kikukoto ga dekitanode omoshirokatta (1er semestre 2015-2016, 
deuxièmes, troisièmes et quatrièmes années, traduction de l’auteur) 
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4. Conclusion 
  Cette première approche du sujet mérite évidemment d’être développée. La présentation 
effectuée lors des Rencontres Pédagogiques du Kansai 2018 a démontré que ce thème suscite 
un véritable intérêt auprès des enseignants de français au Japon. Néanmoins, ces premiers 
résultats font apparaître un tel écart de perception entre enseignants natifs et non natifs que 
cela nous oblige déjà à nous interroger sur notre rôle de professeur de français au Japon. Les 
efforts en terme didactique et pédagogique, notre investissement dans les TICE, nos 
approches méthodologiques différentes, comme l’argumentation ou la dissertation par 
exemple, sont-ils suffisamment bien perçus par nos étudiants (et par nos collègues non 
natifs) ? Ou bien sommes-nous « condamnés » à être les « gentils organisateurs » de 
l’enseignement du français au Japon ? 
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話す能力をどう評価するか。 

– CECRLとOPI(Oral Proficiency Interview)の比較を通して – 
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序論 

 外国語を学ぶ学習者の大きな動機の一つにはその言葉を使ってコミュニケーションしてみ

たいという思いがあるだろう。2012 年に作成された日本フランス語フランス文学会と日本フ

ランス語教育学会が共同で行ったフランス語教育実情調査に関する報告書1 によれば、「あな

たはフランス語を学習してどのような方面の能力を身につけたいと思っていますか」という問

いに対し、「簡単な日常会話が話せるようになりたい」「フランス語でコミュニケーションがと

れるようになりたい」「旅行の際に役立てたい」「手紙や簡単な文章が書けるようになりたい」

と答えた学生は、それぞれ 57.9%、48.3%、41.7%、25.8%であったが、この結果からもそれは伺

える。 
 2020 年に大学入試改革を控え、英語の試験は「聞く」「読む」「話す」「書く」という 4技能、

中でもスピーキングが重視されるようになり、また IT の普及が物理的に遠い場所にいる人と

の外国語を使ったコミュニケーションを可能にしたことで、この傾向はますます強まると考え

られる。鎌田（2015）によれば、このことが外国語教育の指針に影響を与え、外国語のスキル

を学び、教え、評価するための主要な枠組みである、欧州の CECRL（『欧州外国語教育共通参

照枠組み』）、米国の Standards for Foreign Language Learning: Preparing for the 21st Century（『21 世

紀に向けての国家的外国語教育スタンダーズ』）の基本的な骨子に影響を与えた。さらに米国

ではこれを指針として、American Council on the Teaching of Foreign Languages（全米外国語教育

協会、以下 ACTFL）が外国語能力を測定・評価するために、Proficiency Guidelines（言語運用

能力基準）とそれに基づいた Oral Proficiency Interview（口頭能力面接試験、以下 OPI）を作っ

ている。 
 ところで学校機関での語学教育において避けられないのが学生に対する成績評価である。と

りわけオーラルの能力の評価は、客観性の担保の点で難しさがある。教授法の有効性は、本来、

学習の到達目標に対して学習者をどれだけ効率的に近づけることができるかで判断されるべ

きであり、そのためにはまず学習の到達目標が明らかにされなければならない。そしてそれに

学習者がどれだけ近付いたかを測定するのが、評価の役割である。よって学習の到達目標と評

                                                
1 http://www.sjllf.org/iinnkai/?action=common_download_main&upload_id=161 
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価は不可分なものであり、教授法はそれらと連動していなければならない。日本の教育業界で

は、アクティブラーニング等、教授法の議論はさかんであるが、学習目標をどこに定めるのか

という議論は乏しい。その結果、本来はワンセットであるところの教授法と評価が乖離してし

まう傾向があるのではないだろうか（例として、大学入試と高校の授業の乖離、CECRL と日本

の大学の授業の乖離、etc.）。 
 さて一般に評価と言っても、授業という観点から分類すると、授業前の評価、授業中の評価、

授業後の評価の三つのカテゴリーに分けることができる。授業前の評価とは、たとえば、学習

者を適切なレベルの授業に振り分けるためのプレースメントテストがそれにあたる。授業中の

評価としては、学習者のその時点での弱点を把握させ、次の学習につなげさせるような中間試

験が一例である。そして授業後の試験が、授業の学習目標に学習者が到達したかを測る最終試

験である。授業中の評価が、学習者の学習を促す性質のものであるのに対して、授業後の評価

は、学習者が定められた学習目標に到達していることを公的に示すためのものとしての性質が

強い。CECRLや OPI はそのような授業後の評価のカテゴリーに入るだろう。 
 とりわけフランスの FLE の課程で学んだ教員は、CECRL がフランス語能力を評価する上で

の最も自然な評価法であると感じるかもしれない。しかし、これもまた特殊な目的のある評価

法であることを、OPI との比較を通じ、本稿では特にオーラルに焦点を当てて検討する。 
 
１. CECRL の特徴 
 ここでは CECRL の詳細を体系的・網羅的に扱うわけではなく、メインテーマである OPI と
の比較にとって意味のある特徴に限定して説明する。 
 まず CECRL の歴史的背景であるが、もともと移民対策などを視野にいれ、「ヨーロッパ市

民」の育成を目指すために作成された。現在では日本をはじめアジア各地でも広く用いられる

ようになっているが、少なくとも言語運用能力の測定・評価という観点から考えるとき、日本

の大学のフランス語学習環境において、そのまま導入してよいのか検討の余地があるだろう。 
 また CECRL の大きな特徴として①複言語主義・複文化主義が挙げられる。ヨーロッパ市民

の育成が主たる目的なので、特定の一言語の運用能力に関する具体的な技能を記述するのでな

く、複数言語間で相互に参照可能なレベル表記を用いて、その運用能力を比較可能にするため

の共通の基準として機能するものである。次に②行動中心アプローチが挙げられるが、上述の

ように、特定の一言語の具体的な技能を記述するためのものではない以上、語彙リストや構文・

文法リストのようなものを作成し、それらに基づいてレベル記述を行うことはできない。そこ

で、当該言語を用いて、ヨーロッパ社会における具体的な生活場面で、どのような活動ができ

るかによって、特定言語の文法や構文、語彙などに依存せず、社会の中で言語を用いてどのよ

うな行動が可能であるかという観点から各レベルを記述することになる。これが CECRL の行

動中心アプローチに基づく能力記述文（CAN-DOリスト）である。このような形をとることで、

個別言語の言語的特性に依存することなく各言語間の技能を共通のものさしではかることが

可能になるが、これにより測定・評価における基準が、当該言語の純粋な言語能力以外の要素

（例えば「社会性」）も必然的に含み持つことになる。  
 以上のことから CECRL における測定・評価に関わる CECRL の能力記述文では、A1〜C2 へ
とレベルが上がるにつれ職業や学問など社会性に関する記述が増えてくる。例えば自己評価表

の抜粋であるが、[話すこと][やり取り]に関しては、以下のようになる。 
A2 : 単純な日常の仕事の中で、情報の直接のやり取りが必要なら、身近な話題や活動について
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話し合いができる。 
B1 : 当該言語圏の旅行中に最も起こりやすいたいていの状況に対処することができる。  
C1 : 言葉をことさら探さずに流暢に自然に自己表現ができる。社会上、仕事上の目的に合った

言葉遣いが、意のままに効果的にできる。自分の考えや意見を精確に表現でき、自分の発言を

上手に他の話し手の発言にあわせることができる。 
 また CECRL における能力記述文が、言語的能力のみを基準とした直線的なレベル分け表記

になっていないことにも留意すべきである。「ある能力記述文で取り上げられている言語の要

素や側面は、それより上位の能力記述文で全てが繰り返されるとは限らない。すなわち、どの

レベルの記載事項も、そのレベルで重要かつ新しい事項を記述することになる。下位レベルで

言及された全ての要素を体系的に繰り返し、能力記述文の内容を少しずつ変えて、要求が高く

なっていることを示すやり方は採っていない」（吉島 2014:37）のである。  
 その結果 CECRL が定める各レベルに即して学習者能力を測定・ 評価するためには、レベル

ごとに異なる試験問題や課題、例えば DELF、DALF などを用いることになる。 
 
２. OPI の特徴 
 次に、日本であまりなじみのない OPI という言語口頭能力測定法が、どのような点で CECRL
と異なるかを検討するために、OPI がどのように生まれたのか、またその内容について簡潔に

述べる。OPI はもともと米国政府機関で外交官の口頭能力を測定するために使われていた面接

試験を、ACTFL が学校教育機関向けに改めた面接式口頭能力測定テストである (李 2015:128)。
OPI で使用されているプロフィシェンシー Proficiency という用語は、単なるコミュニケーシ

ョン能力を指すわけではない。プロフィシェンシーという概念は 1970 年代、アメリカでコミ

ュニカティブ・アプローチが台頭し、当時主流だった文法訳読型の外国語教育が否定され始め、

より実質的な外国語能力が求められてきた際に出てきた、国家政策としての外国語教育改革の

根幹をなす概念である。ACTFL はこの改革の中心を担い、プロフィシェンシーの中でもオーラ

ル・プロフィシェンシーの測定、評価、教育への応用に力を注いできた。評価という観点を持

たないコミュニケーション能力の規定と異なり、どんな「機能・タスク」が、どんな「場面」

において、どんな「内容・テーマ」を伴い、どんな「正確さ」により、またどんな「テキスト・

タイプ」の発話として、最終的な「総合的活動」として遂行されるかを示すものである。また

プロフィシェンシーは、テスト用語として「アチーブメント」と対称的に用いられ、カリキュ

ラムなどに左右されることのない外国語能力の「実力」を指す。OPIテスター養成に用いられ

る OPI 養成マニュアル2 に一貫して述べられているように、OPI は、いつ、どこで、どういう

環境で学習したかは全く関係ない、ある話者の「機能的言語能力」と「現実生活における言語

遂行力」（李 2015:130）を測るものなのである。 
 そこで OPI は「実力」を測定・評価する対象、発話サンプルをまず収集しなければならない

が、そのために人を介した面接法を採用している。OPI は、「30 分という限られた時間内に被

験者が持つ最高の外国語能力レベルを示す発話サンプルを必要最大限収集、録音し、後ほど、

「ガイドライン」に照らし合わせ、評価（レベル判定）を下す」（李 2015:132）ものであるが、

具体的なインタビューの手順は以下のようになる。 
(1)ウォームアップ：簡単な挨拶などでウォームアップをし、その間に簡単な会話ができるかど

                                                
2 ETS Oral Proficiency Testing Manual（1982）をもとに The ACTFL Oral Proficiency Interview Tester Training 
Manual（1989）が完成し、1999 年、2012 年に改訂版が出版されている。 
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うかを確かめ、かつ、身辺情報を得る。 
(2)下限探し（フロアチェック）：容易なタスクを与え、被験者が楽に話せる下限レベルを探

す。・・・プロープ（細部チェック）：上限、下限がわかるまで繰り返す。 
(3)上限探し（シーリング）：難易度の高いタスクを与え、話すのが困難なレベルを探す。 
(4)ロールプレイ:インタビューとは異なるモードにおけるタスクをロールプレイとして与え、

それまでの仮測定の検証を行う。 
(5)ワインドダウン：被験者を満足させインタビューから解放する。 
 
 インタビューがより自然なコミュニケーションに基づく発話になるよう、様々な工夫が凝ら

され、またインタビューという手法の性質上、発話の内容は個別性を持つが、テストである以

上、同時に能力評価の汎用性、客観性が求められる。そのためしっかりした面接の構造化と汎

言語的にも通用する評価基準が必要となる。よって「機能的言語能力」と「現実生活における

言語遂行力」を軸にして、どのように外国語能力をレベル分けするのかは、80 年代から急速に

発達した談話分析、第二言語習得研究の成果をもとにして作成されたガイドライン ACTFL 
Proficiency Guidelines3 に依拠している。 
 

 能力レベルは、 初級 (Novice) 、中級

(Intermediate) 、 上 級  (Advanced) 、 超 級
(Superior)、卓越級(Distinguished) の 5 つの主

要レベルに大別され、さらにそのうち、初級、

中級、上級それぞれに「-上/-中/-下(-Low/-
Mid/-High)」の下位区分が設けられ、合計 11
段階から適切なレベル判定がなされる。 
 ガイドラインに、それぞれのレベルに詳し

い記述がなされ、OPIで収集されたデータと

の照合の結果、判定がなされる。ガイドライ

ンは英語で書かれたものが、日本語を含む多

くの言語に翻訳されているが、全てのレベル

の動画のインタビューサンプルのついた英

語版は Web上4 で、日本語版全てのレベルの

OPI は鎌田・川口・鈴木（2006）の『日本語

教授法ワークショップ DVD』で参照するこ

とができる。 
 日本の語学教育現場では様々な制約から、教科あるいはカリキュラム上あらかじめ設定され

た学習目標をどれだけ達成したかを測る「達成（アチーブメント）テスト」（ユニット・テスト、

中間テスト、期末テスト等）が主流であるが、「機能的言語能力」と「現実生活における言語遂

行力」という包括的な言語能力を重視した外国語教育の場合、このようなテストでは対応しき

れないのかもしれない。とは言え、日本では多くの学生が、大学教育=アチーブメントテスト

と想定しており、さらにフランス語の授業は週 1コマあるいは 2コマという形態が多いことを

                                                
3 82 年に暫定的なもの、86 年に最初の公式ガイドライン、99 年に現在の改訂版として出版された。 
4 https://www.actfl.org/publications/guidelines-and-manuals/actfl-proficiency-guidelines-2012/english/speaking 

図１ ACTFL 能力スケール 
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考慮すると、OPI をそのままの形で実施するのは現実的ではないだろう。教員側にとっても、

OPI を実践するには高度な技術が要求されるため、テスター養成のためのワークショップの受

講が必須となる。現段階では、テスターとなり忠実に OPI を実施し、会話能力を測定・評価す

ることを目的とするのでなく、CECRL と異なる評価基準を持つ外国語教育のあり方を問うこ

とに意義があるだろう。   
 
まとめ：CECRL と OPIガイドラインの相違点 
 まず CECRL にとって重要なのは、ヨーロッパ社会の構成員になれるかどうかという視点で

あった。こうした学習目標は、フランス留学を目指している学習者には必須であるが、そうで

はない学習者にはどれほど妥当な評価法かということを問うことが必要だろう。すでに述べた

ように、CECRLではレベルが上がるにつれて職業や学問など社会性に関する記述が増えたが、

このことは、CECRL の評価が必須の大学でのフランス語教育で、必ずしも言語的能力の直線

的なレベル分けになっていないことを示している。この場合、測定・評価の妥当性と信頼性が

確保できるのかという疑問が残る。一方プロフィシェンシーは、言語能力の難易度からレベル

判定するテスト用語であり、図１の ACTFL 能力スケールのイメージにも表れているように外

国語能力に高低があることを前提とした概念であるというという点で、評価に、より親和性が

ある。しかしOPI には先ほど述べたような技術的な問題点が他にもいくつもある（鎌田 2009:16-
17）。OPIガイドラインでは、たとえば日本語ではターンテーキングが評価基準のひとつになっ

ているが、他言語では必ずしもそうした評価が含まれていないことからして、言語間で評価基

準を揃えようとはしていない。これは CECRL の根本理念である複言語主義を ACTFL は共有

していないということを端的に示している。複言語主義的発想が欠如したバイリンガリズム的

発想は、母語話者能力を理想とする発想に帰着せざるを得ないだろう。とはいえ、この母語話

者能力を正確に定義することもまた容易ではない。翻って、複言語主義的発想を評価基準に持

ち込むことは、能力基準の判定をさらに困難にすることは言うまでもない。 
 2010 年からドイツ語教師のアメリカ協会が ACTFL と共同で、外国語のスキルを学び、教え、

評価するための主要な枠組みである ACTFL 能力評価基準と CECRL を結ぶ試みを始めている

が、その成果の応用が今後期待される。 
 
参考⽂献  
鎌田修・川口義一・鈴木睦（2000）『日本語教授法ワークショップ（増補版）』凡人社 
鎌田修・山内博之・堤良一（編著）（2009）『プロフィシェンシーと日本語教育』ひつじ書房 
吉島茂・大橋理枝（他編）（2014）『外国語の学習、教授、評価のためのヨーロッパ共通参照枠』

朝日出版社 
李在鎬（編著）（2015）『日本語教育のための言語テストガイドブック』くろしお出版
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Thème 2 
 

私の特別な授業とは？ 

Mon cours spécial que j’ai réussi. 
 

伊川 徹 
IKAWA Toru 

Université d'Ashiya 
  j-tikawa@outlook.com 

  

 

 

①新年度初日の授業に当たり、《Bonjour, tout le monde !》と言いつつ、当該教室に入室する。 

 

②教壇に立ち、《Bonjour et enchanté de faire votre connaissance, mesdemoiselles, mesdames et 
messieurs. Permettez-moi de me présenter, je m’appelle Toru IKAWA. Je suis professeur de français. Vous 
savez, c’est moi qui vous enseigne dans cette classe à partir d’aujourd’hui. Je fais de la recherche des 
œuvres de Molière. Je suis moliériste. Mais à la faculté, j’enseigne en général la conversation française, 
la grammaire française, la lecture française et la culture française. Voilà ! Ça va ?》と学生諸君の怪訝

な反応に構わず捲し立てる。その結果、彼らは“français”や“française”がどうやら「フラン

ス」或いは「フランス語」のことらしいと想像する。続けて、《Bon, parmi vous, est-ce qu’il y a 
quelqu’un qui a compris tout ce que je viens de vous dire ? Personne ? Alors, quelqu’un qui a compris la 
moitié de ma parole ? Personne ? Eh bien, y a-t-il quelqu’un qui a appris le français au lycée ? Oh là là ! 
Personne ? Très bien.》と挙手を求めるが、過去一度も手が挙がったことがない。恐らく少しは

解る学生が一人や二人居る筈だが、新年度初日の授業とて、同調してくれる友人や仲間も見当

たらず、気後れするのであろう。 
 
③教壇から降りて、黒（白）板に向かって最前列の学生諸君と左端から順番に握手しながら、

男子学生には《Bonjour, monsieur.》、女子学生には《Bonjour, mademoiselle ? madame ?》と挨拶し、

《Bonjour, monsieur.》と返すように促し、最前列右端の学生までこれを続ける。 
 
④教壇に戻り、少々大袈裟に全身を使って、《Vous voyez ? Aujourd’hui, je me porte bien, très bien ! 
Ça va ! Ça va bien ! Ça va très bien ! Quand je ne me porte pas bien... Comme ça. Ça ne va pas bien. J’ai 
mal à la tête ! J’ai mal au ventre ! J’ai mal au dos ! J’ai de la fièvre ! Ça ne va pas... Mais maintenant, je 
me porte bien ! Ça va ! Ça va bien ! Ça va très bien !》と当方が元気だと伝える。 
 
⑤教壇を降りて、黒（白）板に向かって第２列目の学生諸君と右端から順番に握手しながら、

男子学生にはこちらの《Bonjour, monsieur.》に《Bonjour, monsieur.》と答えさせ、空かさず、《Ça 
va ?》と畳みかけ、《Ça va !》と反応させる。女子学生には《Bonjour, mademoiselle ?》に《Bonjour, 
monsieur.》と答えさせ、空かさず、《Ça va bien?》と畳みかけ、《Ça va bien!》と反応させ、第２
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列目左端の学生までこれを続ける。 
 
⑥教壇に戻って、《Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, je m’appelle Toru IKAWA. Mon nom de 
famille, c’est IKAWA. Mon prénom, c’est Toru. Je m’appelle Toru IKAWA. Ça va ? Vous comprenez ?》
と自己紹介する。 
 
⑦教壇から降りて、黒（白）板に向かって第３列目の学生諸君と左端から順番に握手しながら、

男子学生には《Bonjour, monsieur.》に《Bonjour, monsieur.》と返答させ、空かさず、《Ça va bien?》
と畳みかけ、《Ça va bien.》を引き出す。続いて《Moi, je m’appelle Toru IKAWA. Et vous ?》と問

い、《Moi, je m’appelle Takashi YASUDA.》と自己紹介させ、《Ah bon ? Vous vous appelez Takashi 
YASUDA ? Oui ?》と確認し、《Vous écoutez ? Il s’appelle Takashi YASUDA.》とクラス全体に確認

させる。直ぐ左隣の女子学生に、《Mademoiselle, il s’appelle comment ?》と振り、《Il s’appelle Takashi 
YASUDA.》を引き出し、《Oui, c’est ça ! Il s’appelle Takashi YASUDA. Et moi, je m’appelle Toru 
IKAWA.》と表現を戻し、その女子学生に《Moi, je m’appelle Toru IKAWA. Vous vous appelez 
comment ?》と振り、《Moi, je m’appelle Kyoko NISHINO.》と答えさせる。《Voilà ! Elle s’appelle 
Kyoko NISHINO.》と全体に確認させ、再度《Mademoiselle NISHINO, bonjour !》と戻り、《Bonjour, 
monsieur.》と返答させ、間髪を入れず、《Ça va bien ?》と畳みかけ、《Ça va bien.》と返させる。

直ぐ左隣の女子学生に、《Bonjour, mademoiselle.》と問い、《Bonjour, monsieur.》と返答させ、《Ça 
va ?》と続け、《Ça va.》を引き出す。次いで、先程の女子学生を指さし、《Mademoiselle, elle s’appelle 
comment ?》と問い、《Elle s’appelle Kyoko NISHINO.》を引き出し、《Voilà ! Elle s’appelle Kyoko 
NISHINO. Et vous, mademoiselle, vous vous appelez comment ?》と問い、《Moi, je m’appelle Sara 
ITOH.》と答えたのを受け、《Votre prénom, c’est Sara ? Ça, c’est le prénom international !》と感心

して見せ、《Mademoiselle ITOH, bonjour.》に《Bonjour, monsieur.》と答えさせ、空かさず、《Ça 
va bien ?》に《Ça va bien.》と返答させる。第３列目右端の学生までこれを続ける。 
 
⑧教壇に戻って、《Moi, je suis professeur de français. Comme ça, comme vous voyez, je vous enseigne 
le français. Hem ? Je suis professeur. D’accord ?》と当方が教員であると気づかせる。 
 
⑨教壇から降りて、黒（白）板に向かって第４列目の学生諸君と右端から順番に握手しながら、

男子学生にこちらの《Bonjour, monsieur.》に《Bonjour, monsieur.》と返答させ、空かさず、《Ça 
va ?》と問いかけ、《Ça va.》を引き出す。次いで、《Moi, je m’appelle Toru IKAWA. Et vous ?》と

尋ね、《Moi, je m’appelle Daïsuké MORI.》と答えると、重ねて、《Monsieur, je suis professeur, 
professeur de français. Et vous ?》と畳みかけるが、当然ながら「学生」のフランス語は思い浮か

ばず、《Euh ! ...Je, Je suis...a student.》と答えるであろう。そこで、教壇に戻り、黒（白）板に

étudiant ♂ étudiante ♀と記して、それぞれを発音して聞かせる。学生諸君が当日初めて目にする

フランス語の綴りとて、印象に残ることであろう。早速ノートに書き写す学生も出現する。 
 
⑩教壇を降りて、先程の男子学生に、《Monsieur MORI, moi, je suis professeur et vous êtes étudiant. 
D’accord?》と教え、《Eh bien, encore une fois, s’il vous plaît, monsieur. Moi, je suis professeur. Et 
vous ?》と問い直し、《Moi, je suis étudiant.》と返答させる。その右隣りの女子学生にこちらの

《Bonjour, mademoiselle.》に《Bonjour, monsieur.》と返答させ、次いで、《Ça va ?》と畳みかけ

るが、これに即答しなければ、《Si vous ne vous portez pas bien, répondez-moi :“Ça ne va pas.” 
Hem ?》と教え、再度《Ça, ne, va, pas. D’accord ?》と繰り返し、《Eh bien, mademoiselle, encore une 
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fois, s’il vous plaît. Ça va ?》と問い直し、《Ça ne va pas.》と返答させ、《Oh là là! C’est dommage ! 
Faites attention à votre santé !》と告げてから、《Bon, mademoiselle, la suite de conversation, moi, je 
m’appelle Toru IKAWA. Et vous ? Vous vous appelez comment ?》と尋ね、《Je m’appelle Mari 
YOSHIDA.》と答えると、《Ah bon ! Votre prénom, c’est Marie ? Ça, c’est le prénom traditionnel pour 
les Françaises, parce que c’est le nom de la Bonne-Maman !》と驚いて見せ、次いで、《Moi, je suis 
professeur. Et vous ? Que faites-vous dans la vie ?》と問い、恐らく《Moi, je suis étudiant.》と答え

るので、黒（白）板を指さしながら、《Mademoiselle, vous êtes étudiante, n’est-ce pas ?》と確認さ

せ、《Eh bien, je vous répète la même question. Moi, je suis professeur. Et vous ? Que faites-vous dans 
la vie ?》と返し、《Moi, je suis étudiante.》を導く。第４列目左端の学生までこれを続ける。 
 
 この辺りで、聞いたこともない感嘆詞や接続詞、訳の解らぬ表現を含め、少々聴き取る分量

が増え、学生諸君は「全部で一体幾つの質問に答えるのだ？」と不安を抱き始め、更に「この

授業は半年間、ひょっとして１年間を通してフランス語で続けられるのか？これは困ったぞ！

中国語にすれば良かったかな？」と自己嫌悪に近い自信のなさを感じ始めているに相違ない。

しかし、これらの遣り取りは、結局相手の答えるべきセリフをこちらが先に発話するという la 
répétition に過ぎず、当方はあまり心配するには及ばない。 
 
⑪教壇に戻って、《Tout le monde parle très bien le français. C’est génial ! C’est magnifique !》と誉め

そやし（ても理解できず、学生諸君は「どうやら我々が気に入られているようだ」程度には感

じている）、続けて、《On va continuer notre bref dialogue. Hem ! Écoutez bien. Moi, je ne suis pas 
chinois. Je ne suis pas coréen. Je ne suis pas américain. Je ne suis pas français. Je suis japonais. Ça va ?》
と告げる。 
 
⑫教壇から降りて、黒（白）板に向かって第５列目の学生諸君と左端から順番に握手しながら、

男子学生には、《Bonjour, monsieur.》に《Bonjour, monsieur.》と、《Ça va ?》にも《Ça va.》と応

答させて、《Moi, je m’appelle Toru IKAWA. Vous vous appelez comment ?》には、《Moi, je m’appelle 
Hiroshi TANAKA.》と返答させる。続いて、《Monsieur TANAKA, moi, je suis professeur de français. 
Et vous ?》と尋ね、《Moi, je suis étudiant.》と答えると、《Ah oui, vous êtes étudiant. Je comprends. 
À propos, moi, je suis japonais. Et vous ?》に対して、《Moi, je suis japonais.》と答えると、《Ah bon ! 
Vous êtes japonais ! Moi aussi, je suis japonais. On est donc japonais. Tous les deux sont japonais ! 
Hem ?》と大袈裟にもう一度握手を求める。左隣りの女子学生に、《Bonjour, mademoiselle.》と

《Bonjour, monsieur.》を交わした後で、隣の男子学生を指さし、《Mademoiselle, il s’appelle 
comment ?》と尋ね、《Il s’appelle Hiroshi TANAKA.》と返答させ、続けて、《Il va bien ou bien il 
ne va pas bien ?》に、一瞬《Ça va.》で良いのか？それとも…と迷わせつつ、《Il va bien.》を導

く。《Oui, tout à fait ! Monsieur TANAKA, il va bien.》と復唱し、更に《Qu’est-ce qu’il fait dans la 
vie ? Il est professeur ou bien il est étudiant ?》と迫り、《Il est étudiant.》と返答させ、続けて、《Il 
est américain ou bien il est japonais ?》に《Il est japonais.》と応答させる。《Vous parlez très bien, 
mademoiselle !》と誉めて、直ぐに《La suite de conversation, mademoiselle. Ça va bien ?》に《Ça 
va bien.》と答えさせ、続けて、《Moi, je m’appelle Toru IKAWA. Et vous ?》と尋ね、《Moi, je m’appelle 
Erika SATOH.》に、《Ah bon ! Vous vous appelez Érica ! Ça, c’est le prénom traditionnel pour les 
Européennes !》と感嘆しつつ、《Moi, je suis professeur. Et vous, que faites-vous dans la vie ?》に、

《Moi, je suis étudiante.》と答えさせ、続けて、《Moi, je suis japonais. Et vous ?》に、恐らく《Moi, 
je suis japonais.》と答えるので、《C’est vrai, mademoiselle ?》と言いつつ、教壇に戻り、黒（白）
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板に japonais ♂ japonaise ♀と記し、それぞれを発音して違いを認識させる。学生諸君が当日目

の当たりにする４つ目のフランス語の綴りだ。ここで学生諸君はどうやらフランス語には男性

形と女性形があるらしいと悟る。 
 
⑬教壇を降りて、先程の女子学生に、《Mademoiselle SATOH, vous êtes japonaise. D’accord ? Eh 
bien, je vous répète ma question. Moi, je suis japonais. Et vous ?》に対して、《Moi, je suis japonaise.》
と答えると、《Oui, tout à fait ! Vous êtes japonaise. Et moi aussi, je suis japonais. Nous sommes japonais, 
n’est-ce pas ?》と返し、《Dans ce contexte, vous répondrez donc :“Moi aussi, je suis japonaise.”ou 
bien“Je suis aussi japonaise.”Ça vaut mieux. Ça va ?》と説明して、《Eh bien, encore une fois, s’il 
vous plaît, mademoiselle. Moi, je suis japonais. Et vous ?》と繰り返し、《Moi aussi, je suis japonsaise.》
の返答を得る。第５列目右端の学生までこれを続ける。 
 
⑭教壇に戻り、《À propos, je suis né à Kobé. Je suis donc de Kobé. Ça va ?》と出身地に触れる。 
 
⑮教壇を降りて、第６列目の学生諸君と右端から順番に握手しながら、男子学生とは《Bonjour, 
monsieur.》に《Bonjour, monsieur.》の返答、《Ça va ?》に《Ça va.》の遣り取り、《Vous vous appelez 
comment ?》に《Moi, je m’appelle Ren KOYAMA.》の返答、《Qu’est-ce que vous faites dans la vie ?》
に《Moi, je suis étudiant.》の遣り取り、《Moi, je suis japonais. Et vous ?》に《Je suis aussi japonais.》
の応答を経て、《Moi, je suis de Kobé. Et vous ?》に《Moi, je suis de Kobé.》と答えた場合、《Ah 
bon ! Vous êtes aussi de Kobé ? Vous repondrez :“Je suis aussi de Kobé.”ou bien“Moi aussi, je suis 
de Kobé.”Ça vaut mieux, Monsieur KOYAMA.》と返し、《Eh bien, je vous répète ma question. Vous 
êtes d’où ?》に《Je suis aussi de Kobé.》と応じさせる。女子学生とは、《Bonjour, mademoiselle.》
に《Bonjour, monsieur.》の応答、《Ça va bien ?》に《Ça va bien.》の遣り取り、《Moi, je m’appelle 
Toru IKAWA. Et vous ?》に《Moi, je m’appelle KIM A-Rang.》の返答、《Que faites-vous dans la vie ?》
に《Je suis étudiante.》の遣り取り、《Moi, je suis japonais. Et vous ?》に《Moi, je suis coréenne.》
の応答を経て、《Moi, je suis de Kobé. Vous êtes d’où ?》に《Moi, je suis de Corée.》と答えた場合、

《Oui, ça va, mais la Corée est grande, n’est-ce pas ? Je voudrais donc savoir votre ville natale. Par 
exemple, Séoul, la capitale. Eh bien, encore une fois, vous êtes d’où, Mademoiselle KIM ?》と返し、

《Ah oui, je suis de Séoul.》と答えさせる。この間に、《Il est d’où ?》《Elle est d’où ?》と第三者に

関する質問を挿入することは言うまでもない。第６列目左端の学生までこれを続ける。 
 
⑯教壇に戻って、《Mon lieu de naissance, c’est Kobé, je vous ai donc dit :“Moi, je suis de Kobé.”
Depuis que je suis né, j’habite toujour à Kobé. Je n’habite pas à Osaka. Je n’habite pas à Kyoto. Je n’habite 
pas à Hiroshima. J’habite à Kobé. Ça va ?》と住まいを述べる。 
 
⑰教壇から降りて、第７列目の学生諸君と左端から順番に握手しながら、男子学生とは《Bonjour, 
monsieur.》に《Bonjour, monsieur.》の遣り取り、《Ça va bien ?》に《Ça va bien.》の応答、《Vous 
vous appelez comment ?》に《Moi, je m’appelle Kenta SHIMIZU.》の遣り取り、《Qu’est-ce que vous 
faites dans la vie ?》に《Je suis étudiant.》の返答、《Moi, je suis japonais. Et vous ?》に《Moi aussi, 
je suis japonais.》の遣り取り、《Vous êtes d’où ?》と尋ね、《Je suis de Tokyo.》の応答を経て、《Moi, 
j’habite à Kobé. Et vous ?》に《Moi, j’habite Ashiya.》と答えた場合、《Oui, ça va, on peut dire non 
seulement habiter à quelque part, mais aussi habiter quelque part. Vous pouvez donc répondre : “J’habite 
Ashiya.”Pas de problème !》と告げる。女子学生とは、《Bonjour, mademoiselle.》に《Bonjour, 
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monsieur.》の応答、《Ça va bien ?》に《Ça va bien.》の遣り取り、《Moi, je m’appelle Toru IKAWA. 
Et vous ?》に《Moi, je m’appelle Maya ISHII.》の返答、《Qu’est-ce que vous faites dans la vie ?》に

《Je suis étudiante.》の遣り取り、《Moi, je suis japonais. Et vous ?》に《Je suis aussi japonaise.》の

応答、《Vous êtes d’où ?》に《Je suis d’Osaka.》の遣り取りを経て、《Vous habitez où ?》に《J’habite 
à Sakaï.》と返答させる。勿論、この間に《Il habite où ?》《Elle habite où ?》と第三者に関する質

問を挿入することは言うまでもない。第７列目右端の学生までこれを続ける。 
 
⑱教壇に戻り、まだまだ続くのか！と学生諸君の苛立ちが頂点に達したところで、突然「みな

さ～ん！とてもフランス語がお上手なので、驚きましたあ！」と日本語を発する。まさか！の

爆笑がドッと起こり、教室は暫くの間、安堵の空気で満たされる。誰かの「何や！日本語喋れ

るやん！」に大笑いと共に教室の緊張感が更に緩和され、「外人やと思とったわ！」に軽い談笑

があちこちで始まる。教員にとっても学生諸君にとっても何という達成感と解放感に満ちた時

間と空間であろう。授業にはこういうタメを設け、一気に堰を切ることも技術的に必要である。

「みなさんフランス語は初めてというご様子でしたが、授業開始から既に１時間以上経過致し

ました。何と！何も知らない状態で、初日の授業中に、ご自分のこと、第三者のことを次々と

話せましたね？英語を初めて習ったあの日、こんなに長く話せましたか？」と労をねぎらいつ

つ、短時間に驚異的且つ効果的学習ができたことの確認を怠ってはならない。この後、テクス

ト付属の優れた演出の DVD でフランス人による同様の会話を聞き取らせ、担当者が les 
documents authentiques として DVD に録り貯めたフランスの最新映像やフランス人へのインタ

ヴューを（初日以降も毎回）見せて、学生諸君を一気に「現場」に近づける。その上で、l’Alphabet
や les Signes orthographiques に触れ、《Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, c’est tout, aujourd’hui. 
À la prochaine fois. Au revoir et à bientôt !》と初日の授業を終える。この un bref dialogue は時間を

凡そ２０分程度に短縮して前期・後期の最終日まで継続、その結果、授業の遅延を招いており、

指定教科書の完遂を要請される学部では挿入が難しいかも知れない。 
 
ところで、l’Information technologique の飛躍的進歩によって、教育機関で学んだことが忽ち

陳腐化してしまう（と言われるが、それは「情報」の取得・加工・保存・伝達の方法が進歩し

たのであり、教育哲学に基づいた「情報」それ自体の陳腐化ではない）知識基盤社会に於いて、

将来に亘って必要な対人・対自己・対課題の諸能力を獲得すべく、学習者が能動的に取り組む

学習法 la Pédagogie active が目下世を挙げて推進されている。この見地からは、上述の教授法は

飽くまでも教員主導であり、確かに la Pédagogie traditionnelleである。しかし、極東に位置する

本朝のような環境で、一切の事前情報もなく、ヨーロッパ系の初修外国語の学習を開始すると

き、果たして学習者が新年度初日の授業の事前準備や授業計画に能動的に取り組むことが可能

であろうか？また、初修外国語の学習者が la prononciationや l’intonation を初日に誤って身につ

けてしまうと、その修正には当人も教員も相当な困難を伴うことを忘れてはならない。 
 
更に、フランス語の話法 le vouvoiement と le tutoiement の中、後者については、フランス語圏

に於ける相当長期間の生活体験がなければ、慣れない江戸弁や大阪弁の如く、バランスを欠い

た誠に奇妙奇天烈な発話を許してしまうことになるのだが、「フランスでは親しい間柄では

tutoyer だよ。だから私たちも…」と軽々に扱う教員が存在するのも事実だ。後日の授業は別と

して、新年度初日の授業は飽くまでも la Pédagogie traditionnelleで推進する必要がある。
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Thème 2 
 

FLE におけるフランス語史 

―歴史文法から現代フランス語を読み解く― 
 

 

有田 豊 片山 幹生 ヴェスィエール・ジョルジュ

［佐藤 吾郎］ 

ARITA Yutaka KATAYAMA Mikio VEYSSIÈRE Georges 
立命館大学 早稲田大学 パリ第 4 大学 

arita410@fc.ritsumei.ac.jp mikiokat@gmail.com gveyssiere@gmail.com 
 

 

 

1．はじめに 
昨今、フランス語教育の業界では、様々な教育理論や教育方法、教材などが日進月歩で生み

出され続けている。そうした状況下で、我々は敢えて時代を逆行し、「歴史文法」la grammaire 
historique と呼ばれる、過去の言語に関する文法知識を利用した教育実践を行っている。では、

過去のフランス語に目を向けることに、一体どういった意義があるのだろうか。考えうる意義

は、以下に挙げる 2 つの点に集約される。 
1 つは、フランス語史や歴史文法の知識が、現代フランス語の理解と知識の深化に効果的と

いう点である。初級文法の大部分は、実質的に文法項目の提示と暗記に費やされ、学習者が文

法習得の過程で抱く言語に対する疑問は置き去りにされがちである。あらゆる文法事象が歴史

的観点から説明可能というわけではないにせよ、フランス語史や歴史文法の知識を利用して説

明することが可能なものは少なくない。例外的とされる文法や語法が、フランス語の歴史的変

遷に基づいて説明されたとき、学習者は無味乾燥な丸暗記から解放され、理屈によってその文

法事象を理解するようになる。フランス語史や歴史文法を駆使して歴史的コンテクストを付与

された知識は、FLE の現場において学習者の言語に対する知的好奇心を刺激し、学習のモチベ

ーションを引き出す効用を持つのである。 
もう 1 つは、通時的な言語観の獲得が、言語の多様性に目を向けるきっかけを学習者にもた

らすという点である。教育機関等での語学学習において、我々は「正しい」とされる言語を学

んできた。しかし「正しい言語」とは、一体なんだろうか。フランス語史は、フランス語の規

範が成立したのが 17 世紀になってからであり、規範成立後もフランス語が変化し続けたこと

を教えてくれる。規範が明確ではなかった中世やルネサンスの時期、フランス語は時期や地域、

使用者などによって、近現代よりもはるかに多様な面を持っていた。言語は流動的なものであ

り、1 つの言語の背景には多様なヴァリエーションが存在していることを、フランス語史は示

している。また、フランス語の通時的変遷への言及は、フランス語の共時的多様性（地域、階

層、状況）への関心とも密接にリンクする。歴史文法を踏まえた FLE は、規範的な「正しい」

フランス語の在り方に揺さぶりをかけ、語学学習の中に「規範」への批判的視点、そして世界

の多様性への気づきをもたらす可能性を秘めているのである。 
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このような理論的背景のもと、以下ではフランス語史や歴史文法の知識を導入した授業実践

例を 3 つ提示し、過去のフランス語に関する知識を FLE の実践に取り入れることの可能性に

ついて考察する。 
 
2．au Japon, en France のように、なぜ国や地域に応じて異なる前置詞を使うのか？ 

1 つめの実践は、前置詞に関するものである。位置や移動の方向を示す前置詞は、後ろに続

く国名が男性名詞の場合に au、女性名詞または母音ではじまる男性名詞の場合に en、複数名
詞の場合に aux、一部の例外を除き都市名の場合に à が用いられると一般に説明されている。

合理的で明確な説明だが、フランス語史の観点から考えると、場所の前置詞の選択は先の説明

とは異なる原理に基づいて行われている（いた）ことがわかる。16 世紀のフランス語文法など

の研究で知られる言語学者 Georges Gougenheim の説に基づき、国名・地域名と前置詞の選択の

原理について考えてみたい。 
まず、位置・移動の方向を示す前置詞 à, en が持つ意味の違いについて確認しておこう。ラテ

ン語の前置詞 ad に由来する à は、場所を一点として示し、空間的な広がりの概念はない。一

方、ラテン語の前置詞 in に由来する en は、空間の中にある状態を示し、一点を指定する à と

は意味的に対立する。en が持つ意味は、中世末期から後期ラテン語の de intus（à l’intérieur）に

由来する dans に受け継がれ、場所の前置詞としての en の用法は限定的になっていった。場所

の前置詞の用例を歴史的に検証した Gougenheim は「前置詞の選択は、フランスから見た地理

的・歴史的・心理的な距離によってなされるのではないか」という仮説を展開する1。フランス

を始点とし、en > au, aux > à と次第に距離が遠くなっていくのである。 
フランスから見て、地理的、歴史的、心理的に「近い」国と地域は、近いがゆえに空間的な

広がりをイメージしやすい。そのため、これらの国々には、男性名詞／女性名詞に関係なく en
が用いられていた。たとえば、フランス国内や近隣のヨーロッパの国々、隣接する地域名には

en が用いられる（ex. en France, en Italie, en Angleterre, en Piémont, en Poitou）ヨーロッパの国々

で、現在では男性名詞ゆえに au とともに用いられる Danemark, Portugal, Luxembourg も、かつ

ては（少なくとも 20 世紀初頭までは）en とともに用いられることが多かったのである。 
一方、フランスから見て「遠い」アジアやアフリカ、新大陸などの国と地域の多くは男性名

詞とされ、前置詞 au とともに用いられる（ex. au Mexique, au Brésil, au Sénégal）。つまり、遠い

がゆえに空間的な広がりがイメージしにくく、en が使用されなかったのである。現代において

カナダは au Canada となるが、カナダがフランスの植民地だった 17～18 世紀には en Canada と

表記されることが多かった。当時のカナダは、フランスに「心理的に近かった」からだと考え

られる。また、フランスから見て遠いインドや中国は、現代では en Chine, en Inde と表記され

るものの、かつては à la Chine, aux Indes という表記も存在していた（インドが複数形なのは、

いわゆるアジアにあるインド以外に、南北アメリカ大陸も「インド」と呼ばれていたから。18
世紀頃までの Indes は、Orient「東洋」とほぼ同義語だったのである）。 
島の名前については、フランスに近く、実質的に国名となっているような大きな島には en が

用いられている（ex. en Sicile, en Irlande, en Islande）。フランスから遠く、比較的小さな島には

前置詞 à + 定冠詞で示される（ex. à la Guadeloupe, à la Réunion, à la Martinique, aux Philippines）。
遠方や僻地にあり、フランス人にとって心理的に遠いと感じられる島には、都市名と同様に無

                                                
1 GOUGENHEIM, Georges, Les mots français dans l’histoire et dans la vie, tome I, Picard, Paris, 1977, 
pp.305-308. 
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冠詞で à を用いる（ex. à Madagascar, à Cuba, à Taïwan, à Haïti）。都市名は à +無冠詞が原則だが、

これは都市が地点として捉えられていることを示している。ただし、17 世紀以前のフランス語

では、都市名が en とともに用いられることがしばしばあった。特に母音始まりの都市名は、母

音衝突を避けるため、19 世紀ごろまで en とともに表示される場合が多かった。南仏の都市

Avignon と Arlesで現在もなお en が使われることが多いのは、母音衝突を避けるためであるほ

か、プロヴァンス語法の名残のためと考えられている。 

 

3．faire の活用における faisant, faisons, faisions の語頭 fai-は、なぜ[fə]と発音されるのか？ 
2 つめの実践は、発音に関するものである。動詞 faire の活用における fai-を、[fɛ] ではなく 

[fə] と発音する場合の理由について、朝倉 (2002) によれば、faire の活用における発音は「faisant, 
faisons, faisions など、s [z] で始まる音節の前の fai は [fə] と発音する」とされている2。発音の

原則から考えると、複数の母音字 ai は [ɛ] もしくは [e] と発音されるため、ai に対して [ə] と
いう音が出てくることには違和感があるだろう。では、なぜ上記の fai-は [fɛ] ではなく [fə] と
発音されるのか。その理由は、Emile Littré が編纂した Dictionnaire de la langue françaiseで確認
できる3。彼の記述によれば、16 世紀、パリ市民が現在分詞 faisant を発音する際に [fɛzɑ̃] で
はなく [fəzɑ̃] と発音しており、後世に faisant = [fəzɑ̃] の発音が定着していったとされている。

しかし、綴りの方は発音に合わせて修正されなかったために faisant のまま残ってしまい、結果

として fai-を [fə] と発音する現象が生まれたようである。このことから、fai-の発音方法には

元々 [fɛ] と [fə] の両方が存在していたことが推察できるのである。 
 

  
【表 1】faire の活用の変遷 【表 2】近代フランス語の faire（半過去） 

 
フランス語史を紐解いてみると、faire の語源はラテン語の facio にまで遡る（表 1 参照）。

facio を直説法現在 1 人称複数、直説法半過去 1 人称複数、現在分詞に活用すると、それぞれ

facimus, faciebamus, faciente(m)となる。続いて古フランス語に目を向けると、その活用は統一さ

れておらず、変化に富んでいることがわかる。中には [fɛ] もしくは [fə] のように発音すると

思しき fai-と fe-の綴りが含まれており、これらの綴りと発音が古フランス語から現代フランス

語へと変化していく過程において混在してしまったと考えられる。 
 ここで、古フランス語の活用における fai-と fe-の綴りと発音の関係について整理しておきた

い。中世期において、fai-は [fai] [fe]、fe-は [fe] と発音されていた可能性が高い。その理由は、

ラテン語の語句に含まれる母音 a [a] が強勢母音で、なおかつ開音節に位置する場合、古フラ

                                                
2 朝倉季雄,『新フランス文法事典』白水社, 2002, p.210. 
3 LITTRÉ, Emile, Dictionnaire de la langue française, tome 2, Librairie Hachette, Londres, 1874, p.1597. 
« faire [1] (fê-r) Au XVIe Siècle, d’après Bèze, les Parisiens prononçaient à tort fesant au lieu de faisant ; 
c’est cette prononciation des Parisiens, condamnée alors, qui a prévalu ; on prononce aujourd’hui fe-zan, 
fe-zon, fe-zê, fe-zié » 
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ンス語では [e] と発音されるようになるという規則があるからである。開音節に位置する母音

a は 6 世紀頃に ae [ae]／ai [ai] と二重母音化し、やがて単音化して e [e] となっていった（強勢

母音 a の自発的二重母音化）。facio の第一音節にある fa は開音節であることから、fa [fa] → fae 
[fae]／fai [fai] → fe [fe] のように変化したと考えられ、中世期には fai- [fai] と fe- [fe] の綴りと

発音が同時に存在していたのである。ただ、Raynaud de Lage (1990) によれば、二重母音 ai [ai] 
は 12 世紀以後に [e] と発音されるようになったという4。そのため、12 世紀以後の古フランス

語では、fai-と fe-の綴りはそれぞれ異なるものの、両方とも [fe] と発音されていたと考えるの

が妥当だろう。 
 中フランス語から近代フランス語にかけて、動詞の活用はかなり整理された。例により、残

った活用の候補は、fai-と fe-を語頭に取るものである（表 2 参照）。ただ、先に見た Littré の記

述を信用するなら、16 世紀の時点でパリ市民が現在分詞 faisant を [fəzɑ̃] と発音するようにな

り、それに伴って s [z] で始まる音節の前の fai-を [fə] と発音するというルールが生まれたた

めに、同じ綴りの直説法現在形や直説法半過去の発音にも影響を与えたと考えられる。結果、

現代のフランス語においても s [z] で始まる音節の前の fai-に関しては、パリ様式で [fə] と発

音しているのである。 
 

4．フランス語には様々なアクサン記号があるが，なぜこのような記号を使うのか？ 
3 つめの実践は、表記法に関するものである。フランス語のアクサン記号には様々な種類が

あるが、そもそもどのような理由でこうした記号が使われるようになったのだろうか。Catach 
(2001) によれば、フランス語のアクサン記号が印刷物上に見られるようになったのは、1525 年

から 1540 年の間であるという5。これは元来、イタリアの人文主義者たちが、古典ギリシア語

やラテン語のテクストを校訂するときに使用していた記号であった。とりわけ活版印刷の現場

で活躍していた書体デザインの職人や活字鋳造職人である Claude Garamont (1449-1561) 、
Robert Granjon (1513-1589)、Geoffroy Tory (1480-1533) の 3名が、様々な印刷業者に大きな影響

を与えたと考えられている。3 名のうちで最もアクサン記号の普及に貢献したのは、印刷業者

でありながら書体デザインもこなしていた Geoffroy Toryである。 
Tory は 1529 年に出版した著書 Champ fleury（『万華園』）でフランス語へのアクサン記号の

導入を提言する6。そして、Tory を中心とする印刷業者が提唱したアクサン記号の使用が、18
世紀までに少しずつ広まっていくのである。accent circonflexe は、16 世紀の終わり頃から現在

とほぼ同じように使用されており、1740 年頃から定着するようになる。また、accent aigu と

accent grave の使い分けはこの頃まで恣意的であり、現代のように母音字の音素の違い（狭い 
[e] と広い [ɛ]）を必ずしも示すものではなかった。アカデミー・フランセーズの辞書における

綴りを基準にすると、1740 年版と 1762 年版で、現代のアクサン記号の使用法につながる顕著

な変化が確認できる。  

 
                                                
4 RAYNAUD DE LAGE, Guy, Introduction à l’ancien français, Sedes, Paris, 1990, p.12. 
5 CATACH, Nina, Histoire de l’orthographe française, Honoré Champion, Paris, 2001, p.126 sqq.. 
6 TORY, Geoffroy, Champ fleury. Au quel est contenu l’Art & Science de la deue & vraye Proportion des 
Lettres Attiques, qu’on dit autrement Lettres Antiques, & vulgairement Lettres Romaines proportionnees 
selon le Corps & Visage humain, Geoffroy Tory et Gilles Gourmont, Paris, 1529, folio 52 recto (« En 
nostre langage Francois n’avons point d’accent figure en escripture, & ce pour le default que nostre langue 
n’est encores mise ne ordonnee a certaines Reigles comme les Hebraique, Greque, & Latine. Je vouldrois 
qu’elle y fust ainsi que on le porroit bien faire »). 
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5．考察：授業へのフランス語史や歴史文法に関する知識の導入方法 
ここまでの実践例を踏まえ、以下ではフランス語史や歴史文法に関する知識をどのようにし

て FLE の実践に取り入れることが可能かを考察する 
方法として、講師が学生に一方的に説明するのではなく、適切な材料を与えた上で学習者に

問題提起し、帰納的な推理によって学習者が規則性を導き出すというものが挙げられる。たと

えば、 hôpital という語が授業中に出てきたとして、学習者に対して問いを提起することなく記

号の由来の説明を始めてしまうと、なかなか興味を持ってもらえない恐れがある。そこで、説

明を始める前に「なぜここに accent circonflexe があるのか」と学習者たちに問いかけておくの

がいいだろう。誰からも意見が出ない場合は、ヒントとして「英語の hospital と比べて、どう

いう違いがあるか」という質問を新たに出すようにする。そこで誰かが s の有無に気づくこと

ができれば、学習者側から解答を引き出すことが可能となる。このように現象の原因について

考える機会を学習者たちに逐次提供することで、単なる暗記に留まらない「納得感」を得た上

での理解が期待できるだろう。ただし、英語や他の外国語との比較など学習者の既知の情報に

よって類推が可能でない場合、こうした質問形式ではうまくいかない。たとえば、âge に見ら

れるアクサン記号の説明をするにあたっては、ラテン語から古フランス語、現代フランス語に

至る綴り字と発音の歴史的変遷の知識が必要になる。この場合は学習者側から解答を引き出す

のが難しいため、教員側で âge を意味するラテン語の aetatem (aetas)を提示し、これが古フラン

ス語で aage となり、最初の母音字二つが同化したという説明をするのがいいだろう。ラテン

語や古フランス語の単語まで仔細に覚えておく必要はないが、複数の母音字の同化が accent 
circonflexe を生じさせることがあるという知識は持っておきたいところである。 
現代のフランス語には、過去のフランス語の変遷が刻まれている。フランス語教員としては、

FLE の実践においても最低限持っておくべきフランス語史の知識があるはずである。フランス

語について学習者から質問があったとき、我々教員は可能な限り知的に、誠実に、その質問に

答える姿勢を示さなければならない。学習者に主体的な学びを求めるのであれば、まずは教員

がその手本とならなくては説得力がないからである。フランス語史や歴史文法の知識は、教室

における説明の便宜として有用であるだけでなく、フランス語教員自身がフランス語に対して

常に問題意識を持ち、たゆまぬ学習努力を続けるためのベースとなりうる知識なのである。で

は、フランス語教員が持っておくべきフランス語史ならびに歴史文法の知識とは、具体的にど

のようなものが挙げられるのか。また、それを FLE の現場でどのように応用していくかについ

ては今後も検討を続け、深めていきたいと考えている。
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Thème 2 
 

《他者》をむかえいれる／つくりだす 

 

 

福島 祥行 中條 健志 大山 大樹 

FUKUSHIMA Yoshiyuki CHUJO Takeshi OYAMA Daiki 
大阪市立大学 東海大学 大阪市立大学 

fukushim@lit.osaka-cu.ac.jp takeshijo@tsc.u-tokai.ac.jp daikioyama@gmail.com 

 

 

1. 教育－学習における《他者》の必要性（福島） 

 われわれの現実世界には《自己》以外の人びと、すなわち《他者》が存在しており、われわ

れはその人びとと社会をつくって暮らしている、あるいは暮らしていかねばならない。《他者》

とは、「外国人」が典型的にそうであるように、《言語》や《文化》を異にする人、《価値観》を

共有しない人、つまるところコミュニケーションに困難をおぼえる人びとのことである。した

がって、外国語の教育－学習は、その技能はもちろん、当該言語の背景文化もふくめ、「コミュ

ニケーション」にかかわる実践にほかならない。つまり、教室には《他者》が必要なのだ。 

 そんなことは当然であり、これまでもそのような観点から、教育－実践がおこなわれてきた

という人がいるかもしれない。だが、おおくのコミュニケーション・モデルが前提としてきた、

「コード（記号化ルール）を共有することで内面を十全に知りうる《他者》」や「推論によって

しか内面を知りえない《他者》」（前者はコミュニケーションの「コード・モデル」、後者は「推

論モデル」）は、じつは《他者》ではない。なぜなら、前者は《自己》のコピーにすぎず、後者

は他に比較すべき《他者》をもたないからである。すなわち、両者とも「独我論世界の《自己》」

なのだ。前者の独我論世界（図 1）
では、ひとつの世界に存在する人間

のすべてが《自己》であり、その見

方、感じ方などに差異がなくなるた

め、コミュニケーションは不要とな

る（以心伝心の世界）。後者の独我論世界（図 2）では、ひとつの世界にはひとりの《自己》し

か存在しないため、コミュニケーションは不可能となる（十人十色の世界）。かくして、《自己》

のみの独我論世界には、コミュニケーションは存在しえず、従来のコミュニケーション・モデ

ルは、じつは、コミュニケーション不要／不可能のモデルであったといえよう（コミュニケー

ションにかかわる文化摩擦や排外主義や恋人との喧嘩などは、この独我論的世界観が原因であ

る）。そして、これまでの教室にも、《他者》は不在であった可能性がたかいのだ。 

 コミュニケーション可能な非独我論世界は、《自己》と《他者》が共存する世界でなければな

らず、コミュニケーションの実践にかかわる教え－学びの場としての教室には、《他者》の存在

が要請される。教育現場における《他者》の例としては、たとえば、つぎのようなものがあげ

られよう。すなわち、「学生にとっての教員」「教員にとっての学生」「異なる時間の《自己》」

「直接的対話相手（共発話者 co-énonciateur）」「間接的対話相手（共在者 co-existant）」である。

以下では、そのような《他者》にむけて、教室をひらくための実践例を紹介する。 

図 1 図 2 
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2. 《他者》をむかえいれる――ラーニング・ポートフォリオによる実践（福島） 

 portfolio とは「バインダー」のことであるが、そこから転じて、みずからの業績を説明する

ための資料集の意となった。教育の場では、当初、教え手が自身のふりかえり（省察 réflexion）
にもちいるための Teaching Portfolio として導入されたが、そこから学び手のふりかえりのた

めの Learning Portfolio（以下、LP）が生まれた。学び手は、みずからの学びの痕跡（プリント、

写メ、録音、授業外での気づき etc.）を LP に保存し、学びの軌跡をふりかえることで、つぎ

につなげるわけである。日本では、20 世紀終盤の「総合的学習の時間」導入にともない、グル

ープ学習などの「非個体的能力」に応じた評価がもとめられるが、従来の「能力は個々人に属

する」（個体能力主義）を前提とした評価方法では困難であったため、学習プロセスを評価する

アイテムとしての LP が着目され、くわえて、「教え」から「学び」へのトレンドのなか、「学

び手じしんが評価すること」の重要性が高まり、「自己評価」 auto-évaluation のトレーニング・

ツールとしても、その可能性が指摘された（加藤・安藤 1999）。学びを「一過性の体験」にお

わらせず、定着をはかるためのふりかえりの重要性はつとに指摘されるところであるが（ショ

ーン 1983/2007）、LP は、「学び体験の言語化＝意識化＝社会化（外化）」による、学びなおし 
réapprentissage の場でもあり、自律的学習者 apprenant autonome 陶冶のアイテムなのだ。 
 ラーニング・ポートフォリオが「言語化」をうながすツールである以上、問題となるのは、

「どのようにすれば書いてもらえるか」である。とにかく書いてもらうことを優先するならば、

強制的装置としての「枠」が有効であろう。書きこむ内容について指示明示的な方が、なにを

書くべきかと悩むことにより、ワーキング・リソースを消費しなくてすむためだ。しかしなが

ら、この「あまり考えなくてすむ」方法は、書くことがルーティン・ワークとなり、したがっ

て、記述内容の固定化をまねくことから、自律性の陶冶には、「フリースペース」が望ましいと

かんがえられる。すると、さいしょは「指示明示的」で、じょじょに「指示非明示的」なポー

トフォリオ・シートを用意すべきであろうか。この点において、筆者が 2008 年度からこころ

みているラーニング・ポートフォリオの実践からはつぎのことが観察された。すなわち、①「慣

れないうちや、明示的指示がないと書きこみはすくない」が、②「明示的指示がおおくても書

いてくれるとはかぎらない」ということである。そこで、筆者は、昨年度後期より、「弱いロボ

ット」の思想（岡田 2012, 2017, 福島 2017）にもとづき、あえて「隙」（＝弱さ）をしめすこ

とで「相互行為 interaction を誘発する＝《他者》をむかえいれる」こころみを開始した。具体

的には、ぬいぐるみのクマの顔のイラストをシートに書きこむことで、書き手にラクガキした

りツッコンだり質問したりなどの、いわば「書きこみ欲」を刺戟しようとしたわけである。そ

の結果、ある学生は、当初、クマのイラストをスルーしていたが、4回目のシート（図 3左）
でクマの名前をたずね、筆者からの回答を得て以

降、クマの顔に詳細な描きくわえをおこなうよう

になった。これは、クマが固有名詞化されること

で、クマとの――そして筆者との――関係がきづ

かれたためとかんがえられる。そして、このこと

がきっかけとなり、ポートフォリオの記述量も増

加した。このことから、「隙」は、ラーニング・ポ

ートフォリオの記述量を増やし、書き手のふりか

えりに効果をもたらす可能性があるといえよう。 
 

図 3 
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3.  「他者」をつくりだす――発見型授業の試み（中條） 
 本節では、授業活動においてどのように「他者」をつくるかについて、筆者の授業実践をも

とに紹介する。教室という社会における「他者」との対話は、協働する環境のなかでおこなわ

れる。そうした環境を設けるためのひとつの試みとして、（問題）発見型授業の導入を挙げるこ

とができる。 
 発見型の授業とは、教師があらかじめ提示した学習課題を学習者が解決するのではなく、学

習者自らが課題の存在に気づき、解決することを促す学習活動から構成される。問題解決学習

（Problem-Solving-Learning）ともよばれるこのアプローチでは、教師は学習者にたいし、ある

課題を解決させるために調べ、考え、討議させたり、レポートや発表などをおこなわせたりす

る。そして、最後にこれらの活動をふりかえる活動を付与する。そこでは、命題知の「暗記」

ではなく、実践知・活用知の習得が目指される。 
 筆者の授業がこうしたアプローチに依拠する理由は、それが学習者の主体性を高めることに

寄与するからである。そこでは、能動的に学び、クラスメイト、すなわち「他者」に関心をも

ち、「他者」を通じて自己の達成度や理解度を知る学習者の形成が想定されている。 
 発見型授業をデザインするための方法は様ざまであるが、協働学習がすでに想定されている

ものではなく、ここではあえて文法解説やその練習問題を中心に構成された教科書の活用法を

紹介したい。それは、講義形式でデザイン可能な、言い換えれば、学習者と教師の一対一の関

係で完結しがちな授業を、クラスメイトとのつながりのなかで課題を解決する授業に転用する

可能性を提示するためである。 
筆者が実践をおこなったのは入門レヴェルのクラスで、受講者は最大 40 名程度であった。

毎回の授業の冒頭で、3～4人のグループをランダムにつくり、グループごとに学習活動を取り

まとめるリーダーをおいた。 
 例えば、例文（対話文を含む）と文法解説から構成された教科書の場合、例文を発音させた

たり、演じさせたり、訳読させた後、それに関連する文法項目を教師が解説する、という方法

がとられることが多いだろう。筆者の授業では、まず文法解説のページを先に扱う。そこでは

まず、①解説を各自で読んだ後、グループでそれについて話し合い、次に、②例文でそれがど

のように運用されているのかを各自で探した後、再びグループで話し合い、最後に、③各グル

ープのリーダー同士によるディスカッションや、グループごとの模擬授業を通じ、発見した内

容を全体でふりかえる。このプロセスのなかで特に重視しているのは「話し合い」である。そ

こでは、教える／教えられるなかで、自分自身や相手の正解や誤りに気づくことができる。 
 文法解説とそれに関連する練習問題から構成された教科書の場合、上と同じく①の活動から

はじめる。次に、②練習問題をグループで分担して解答する。例えば、全部で 8 問ある場合、

4人 1グループであれば、ひとりが 2問を担当する。その際、解答に必要なヒントを発見した

ら、グループ内でシェアするよう指示しておく。そして、③お互いの解答を確認し、それにつ

いて話し合った後、最後に、④各グループのリーダーが解答（と思われるもの）を板書し、そ

れらを比較しながら全体で話し合い、ふりかえりをおこなう。 
 いずれの方法も、教科書の説明について教師が解説した後に練習問題を解答するのではなく、

学習者が自ら説明を読み取り、お互いに解説し合い、練習問題を解答する、というプロセスを

経る。では、そこでの教師の役割とは何だろうか。 
 筆者が重視しているのは、グループは毎回変え、話し合いによってリーダーを決めること。

次に、全体でのふりかえりを終えるまで教師は「答え」を言わず、活動中は話し合いを促すこ



Rencontres Pédagogiques du Kansaï 2018                                    

53 
 

とに徹すること。そして、「間違い」を問題化しないことである。そこでは、必要に応じてヒン

トを出したり、個々の定着度をみながら練習問題の分担を工夫したりはするが、教員個人にた

いする質問には答えない。「間違い」と思われる解答があっても、それを修正するための手がか

りを与えるだけに留める。すなわち、何かに導くのではなく、伴走するのが教師の役割である。 
 こうした授業実践のなかで、学習者にはどのような変化がおきたのだろうか。「他者」との学

びを経験するなかで、彼（女）らのふるまいは次のように変わった。まず、ある課題に直面し

た際、教師には質問せず、自分（たち）で考え、解決しようと試みるようになった。そして、

フランス語学習にたいする動機や目的、理解度、学び方が互いに異なることを理解し、それを

グループでの活動に活かすようになった。「他者」をつくりだすこうした授業活動は、学習者の

主体的な学びを促すことに効果があるといえるのではないだろうか。 
4. 「他者」をきっかけにする（大山） 
本節では、グループワーク中の「他者」をきっかけとするリフレクションに焦点をあて、「他

者」がきっかけとなるにあたり何が効果的に機能しているのかを示す。具体的には、①プリン

トへの書き込み、②周辺的に関わる機会の 2点である。リフレクションは、ショーン (1983/2007) 
がプロフェッショナルの実践の分析からその重要性を指摘しているように、課題の達成の質を

高める。即ち、この 2 点は学びの質を高めるものであると考えらえる。以下、それぞれについ

て、観察された学びのありようを述べる。なお、事例はすべて大学のフランス語初級クラスで

ある。 
4.1. プリントへの書き込み 
第一に、プリントへの書き込みは、机間巡回している教師やティーチング・アシスタント（以

下、TA）、およびグループのメンバーからの指摘や質問を引き出す働きをしている。 
まず、教師や TA からの指摘について述べる。事例は 4人グループでの会話作文の場面であ

る。彼らは途中で « ne est pas » と間違いを犯すが、それに気づかずに課題を進めていた。そこ

に TA が近づき、プリントの書き込みを指さしながらエリズィヨンの間違いを指摘した。する

と、この指摘をきっかけに、学習者たちはエリズィヨンについてリフレクションを始めた。 
次に、メンバーからの疑問について述べる。事例は 4人グループが教科書本文の発音を確認

する場面である。彼らは途中で « vous écrivez » のリエゾンに気づき、1人が自身のプリントの

該当箇所に下括弧を書き込んだ。すると、それを見ていたメンバーの 1人が « vous écrivez » の
1 行前にある « des Étudiants » もリエゾンするのではないかと問いかけた。この質問をきっか

けに、学習者たちは他の箇所もリエゾンするのではないかと探し始め、さらに、そう思われる

箇所が多かったため、そもそもリエゾンとは何かについてリフレクションを始めた1。 
この 2 つの事例から、プリントへの書き込みは、教師や TA およびグループのメンバーとい

った「他者」からの指摘や疑問を引き出す働きをしていることが分かる。書き込みは学習者た

ちの学びの記録であるため、書き込みにたいする指摘や疑問は必然的にリフレクションを引き

起こす。したがって、プリントの書き込みは「他者」をきっかけとするリフレクションの生成

に効果的に機能していると考えられる。 
4.2. 周辺的に関わる機会――「グループ形式のペアワーク」の実践―― 
第二に、周辺的に関わる機会について述べる。筆者のこれまでの研究から、周辺的に関わる

                                                
1 詳しい分析と考察は、大山 (2017) を参照。 
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機会がリフレクションを

促すことが分かっており 
(大山 2017)、それを意図的

に組み込んだのが「グル

ープ形式のペアワーク」

というデザインである 
(図 4)。学習者たちを 3人

グループにしたうえでペアでのタスクを課し、1 つのタスクが終わるとペアを変える。即ち、

タスクを行う機会と周辺的に関わる機会を構造的に用意する2。 
このデザインを用いて、教科書本文の発音練習をおこなった。本文は市場での客と店員の会

話であり、グループの 2人がこの会話を再現しているあいだ、残りの 1人は待機する。実践の

結果、待機している学習者（以下、周辺的学習者）がおこなった「他者」をきっかけとするリ

フレクションとして、①プリントを見る、②詰まったところで自分も発音する、③発音を真似

る、という 3種類のふるまいが観察された。 
まず、周辺的学習者は会話を聞くなかである発話に反応し、それまで発話者に向けていた視

線を自身のプリントに移し、何かを確認し始めた。プリントには全体での発音練習時に発音が

書き込まれていた。次に、周辺的学習者は発話者が詰まった箇所で自らもその箇所を口ずさみ

発音を確認した。最後に、周辺的学習者は会話を聞きながら、それをシャドーイングするよう

に発音し、リハーサルをしていた。このように、周辺的に関わる機会は「他者」をきっかけと

するリフレクションの生成に効果的に機能していると考えられる。 
本節における以上の観察から、①プリントへの書き込み、②周辺的に関わる機会は、「他者」

をきっかけとするリレクションの生成にあたり、効果的に機能していると考えられる。 
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2 福島他 (2017) では、このデザインにおけるリフレクションのありようを報告したが、それはウクライナの

大学の日本語クラスにおける会話練習の実践であった。 

図 4 「グループ形式でペアワーク」の活動の流れ 
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Thème 2 
 

学生の主体性を考える―「弘前×フランス」プロジェ

クト参画学生の特殊事例からー 

熊野 真規子 

KUMANO Makiko 
弘前大学 

kumano@hirosaki-u.ac.jp 
 
複言語・複文化教育プロジェクト〔フランス語モデル〕、通称「弘前×フランス」プロジェク

トにおける学生主体活動は、弘前大学フランス語ホームページのオフ会 Cercle Francophone の

活動として 2014 年度にはじまる。2015 年度には、授業プログラム（「地域を世界をつなぐ」）

として前期のみの試行をスタートした。試行のまま、初年次1の前・後期から翌年の前・後期へ

と一貫するプログラムの雛型2を完成したのが 2016 年度であるが、コース特設講義（専門教育）

の枠組みで開講した自由科目であるので、前・後期２年間続けて期待どおりに履修してくれる

学生がいるかどうかの保証は何もない3。従って、授業プログラムはリフレクションに基づいて

修正され改善されているにもかかわらず、理想とは異なる形で運営せざるをえなくなり、現在

２年目の前期までを継続履修中の学生 5名が後期まで継続履修してはじめて、ようやく授業プ

ログラム全体のふりかえりが可能になるという状況である。 
 現在プログラム２年目の前期、つまり「地域と世界をつなぐ IIA」を履修する学生の継続理

由は「履修をやめる理由が特にない」という消極的なものであり、皆が続けるなら続けてもよ

いがやめるなら自分もやめたいという、主体的とはいえないものである。 
 アトリエでは、「学生が主体的であるためには？」を考えるにあたって、後半のグループワー

クの議論のきっかけとするため、同プロジェクト参画学生の、あえて平均的ではない、両極に

位置づけられるような事例を紹介した。 
一つはプロジェクトに参画後、フランスに留学した学生 Etudiante Y の事例。留学先で Y が

はじめた、日々出会うフランス語を発信する Twitter、自分なりに気づいた日仏文化の違いを発

信する Twitter を紹介し、その留学前の活動とその活動記録や報告書を追った。他方は、同様の

プロジェクト型科目に登録しても、活動によって主体的に参画しない/できない学生 Etudiante 
X の事例である。アトリエでは、主体性について課題を抱える X の事例について考えをまとめ

る時間を持てるよう、まず X の活動記録等を紹介したが、本稿では旧カリキュラムで教育を受

けた最後の学年である上級生 Y から紹介する。 
 

学生 Etudiante Y の事例 
アトリエで紹介した Y による活動記録、報告書等からいくつかを紹介する。 

                                                
1 コース所属しなければ履修できないため、初年次プログラム履修生は 2 年生以上、2 年生が主になる。 
2 「地域と世界をつなぐ」IA→同 IB→同 IIA→同 IIB 
3 実際、2016 年度の初年次生の場合、プロジェクトへの１年半の参画で培った力で初年次生を巻き込みリードしてくれる

はずの上級生が留学で不在となり、9月下旬のイベント「フランス日和」（マルシェ）を、引継ぎもないまま初年次生のみ

で運営する羽目になり、協働力で乗り切ったものの、多くのメンバーが疲弊してしまうことになる。 
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左は、1、2週間に１回のペースでグルー

プウェアへの提出を課題としていた活動

記録の感想欄のコメントである（タイプ

ミスなど含め、そのまま引用）。活動記録

5や 7では、人生初の取材経験を経て「お

店側が喜ぶことや、お客さんの知りたい

ことを中心に考えるのが大切」という他

者の視点の獲得、NPO スポネット理事長

の担当授業回では「足りないと思ったこ

とを、自分で仕事にして立ち上げてしま

うというやり方がある」ことの学びに言

及し、その後の Y の、学外での多様な主

体的活動の萌芽を早くも見ることができ

る。さらに、活動記録 8 や 12では、チー

ムワーキングにおけるコミュニケーショ

ン（伝え方）、フォロワーシップなど協働

のあり方・工夫に関する気づき、A 先輩
というロールモデルの意識化も見てとれ

る。また、前期末にあたる活動記録 13や
14 は、注 3 にある事情により不在となる

A に代わり、来るべき「マルシェ」の実

行委員長を引き受けることになったY の、

リーダーとしての自覚の芽生えが強く感

じられるコメントとなっている4。 
こうして初年次生のみの運営で 9月末

の「マルシェ」を乗りこえた後のリフレ

クション・アンケートで、Y は「やっぱ

り自分がやりたいと思えるイベントを、

同じように思っている人たちと創り上げ

ることって本当に楽しい！」、「そして、

それを創り上げていく過程で、たくさん

の人間関係が一緒に創り上がっていくの

が何より嬉しかった」とタスクの達成感と共に、協働の楽しさ、ネットワークの広がりの喜

びを言語化している。Y は、2016 年度の初年次生にあたっていたため特殊な経験を積むこと

になる。とはいえ、授業プログラムとしての前期は、取材活動（編集・リーフレット発行)と
地域の再発見、他団体主催の大小イベントで、イベント企画運営を体験することを通じた

「アクション、シンキング、チームワーク」5の成長をめざすもの、後期授業プログラムは、

前期で達成したタスク（リーフレット、マルシェ）のふりかえり（リフレションアンケート

実施、来場者等アンケート分析、課題発見）およびそのフィードバック（改善策、引継ぎ）

                                                
4 本来の授業プログラムでの「ママフェス」での経験は、「マルシェ」に臨む前に、初年次生がブース出展というイベント

全体の主催者ではない立場でマルシェ内の企画運営を予行演習するような位置づけで、学生のコメントは、マルシェ内の

一企画への言及にとどまるのが普通である。 
5 経済産業省による社会人基礎力(3つの能力、12 要素)の定義、プログレスシートを一部修正し活動記録、自己評価に試用 
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と次年度企画のための補助金申請・公開プレゼンに向けた準備等になっており、Y が特別な

プログラムに取り組んだわけではない。 
次に、プロジェクト関連の授業外の取り組みである海外 PBL6やランコントルへの参加を経

験した Y の報告書に見られる学びを紹介する。ボルドーでの一週間で最も感じたこととして、

自分が日本のことを知らなすぎる、という

「恥ずかしさ」を挙げ、「今まで普通だと思

っていた」ものごとが文化の一つであると

いう複眼的な気づきを、多くの海外経験者

同様に得ている。また、フランス人との交

流で得られた成果としても繰り返している

「自分たちと異なるものと距離を置こうと

するよりも、興味を持って知ろうとする」

態度、「人と違うことを恐れず、むしろ自分

の個性や自分らしさを大切にする」姿勢の

学びは、留学生活での姿勢や、自分なりに

気づいた日仏文化の違いを発信する Twitter
（「フランスと日本のここが違う！」）のフィールドワーカーのような観察と記録へと結実して

いるのではないかと思われる。フランス語能力についての悔しさは、帰国後のフランス語学習

への意欲向上につながったと聞いている。 
ランコントルの報告書では、「自分たち

は課題ばかり見つけて、対策をあまり考え

てないと思った」という気づきをようやく

言語化するのを見る事ができる。これは、

上級生不在のためだろうか、Y の学年がな

かなか気づけなかったことである7。 
また、「自分が学生として思った普通の

ことや大したことないと思うことも、実は

私にしか言えない感想であり、他の先生た

ちには驚きのことだったという経験」や、

共に発表を行った慶應義塾生との交流経験

をつうじて、必要以上のコンプレックスを抱えていたこと、それを克服するきっかけになっ

たことがわかる。このようなコンプレックスはなぜ生まれたのか、あるいは生まれるのだろ

うか。Y の学内外での主体的で多様な活躍からは予想もできないことである（今回の発表を

機会に知り得たいくつかの活動も含む）。海外 PBL の帰国直後の 10月末から、プロの支援を

受けながら学生数名での映像製作に取り組み、県の若年人口の流出をとどめる青森県 PR動画

「そんなあなたが必要です」（youtube）を完成、同様のプロの支援を受ける東京インターンに

参加し、2月には「第二外国語」を仕事に活かすブログ記事、人生の模索期としての 20 代の

生き方をフランスの若者を例に紹介したブログ記事などをウェブで公開している。3 年生の 5

                                                
6 申請が採択された場合のみ実現するグローカル人材育成事業。地域の企業人・市民と協働でボルドーでのシティ・プロモ

ーションを実施する課題のほか、姉妹提携校学生との交流、「マルシェ」直前の時期に学生主体で開催しているフランス

地方(文化)紹介の新聞あるいは展示のための視察・取材活動に学生 4人で短期間に取り組むというハードな研修旅行であ

る。 
7 気づきはあったものの、8月からのボルドー留学を控えての遠慮、副代表というチーム内での役割を考え抜くことができ

ないままであったことが 3年前期(IIA)の活動記録からうかがえる。 
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月には「かふぇ勉」という多国籍の学生が集まって

勉強するコミュニティを自宅でスタート、翌 6月に

は獲得した補助金の成果発表会でのプレゼンと仏検

3級受験、その当日申し込んだファシリテーター養

成講座を翌 7月に受講、留学準備期の 7月下旬に

は、自分の苦手な「発音と綴り字の関係」を留学生

に教わると同時に動画教材を作成、WEB上で公開し

ている。 
Y の事例は、3 年前期の IIAでモチベーションが

下がり、プロジェクトの活動より自身の活動を優先したため、2 年目の授業運営では失敗の事

例に相当する。また、本人もその不完全燃焼により、課題発見力とストレスコントロール力

を除く自己評価を最低レベルに下げている。しかし、上級生の不在によって、2 年間の授業プ

ログラムのタスクを 1 年で達成したことによる成長と飛躍として、私はとらえている。学生

の主体性について考える際の示唆に富む事例とも考えられるのではないだろうか。 
 

学生 Etudiante X の事例 
授業では、年度はじめにまず事前評価シートを提出してもらっている。自由科目であるため、

これまでは、プロジェクト型科目を履修するといえば、もともとアクティブなタイプか、ある

いは逆にアクティブでない自分を変えたいという動機の学生で、それらは事前評価に比較的真

剣に表れていたのだが、Xが特殊事例で

あるのは、まず 4/28〆切の事前評価を

なかなか提出できなかったことに表れ

ている8。 
プロジェクトを通して向上させたい

社会人基礎力の能力として、まず「初対

面、目上の人に対してでも物おじせず

にコミュニケーションできる能力」と

記入があるが、さまざまな機会に観察

しているとディスカッションはむしろ

強みであるように見受けられた。する

どい意見を物おじせずに発言するので

高い能力を持っているのではないかと

思っていたが、発信力についての自己評価を中間評価で一段階上げており、自覚的な努力の成

果である可能性も否めない。次に、計画力、主体性の向上について記入しているが、自己評価

レベル表の具体的行動事実欄に「勉強などをするときに、やるべきことをリストアップし計画

を立てるもいつも計画倒れに終わり結局何もせずに当日を迎えてしまうことが多い」こと、「自

分がやってみたいと思ったことに関しては実行することができる」が、それ以外のことに関し

ては「人の意見に流されて作業してしまうことが多いこと」を例に挙げ、いずれの自己評価も

低くなっている。 

                                                
8 メールは読んでいるかどうか不明、学生全体の希望で試行したグループ LINEでのリマインドも読むタイミングが遅い

か、「既読スルー」、また電話に出ることもなく、教員からのコールとわかってもかけ直してくることはないため、授業

に出席しているタイミングか、廊下などで行き合ったときが逃せない。「忘れていた」という返答のため、そのまま研究

支援員に依頼して付き添ってもらいながら書いてもらい、ようやく 6/16 に提出されている。 
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プロジェクトを通して身につけたい専

門知識、スキルの欄に「スケジュール管

理能力、フランスについての知識」とい

う記入が見られるが、内発的動機を伴っ

た行動も努力もなければ、天から降って

くるようなスキルはないと気づけたかど

うか、言語化はされていない。 
活動記録 1、2 には無断欠席や確認ミス

による遅刻、活動記録 5 には取材アポの

土壇場キャンセルによる協働取材学生へ

の反省として「今後このようなことがな

いように」との言葉が記されているが、

活動記録の 2以降はここに引用していな

いものを含めて 8/4 にまとめて記入し提

出されたもので、いずれも 1～3 ヶ月〆
切を過ぎ、メンバーによる他己評価およ

び教員による総合評価の直前の時期と

なっている。 
本人の事前評価シートの「プロジェク

トで出したい成果のイメージ」欄には、

「手に取った人に実際に足を運んでも

らえるようなリーフレットをつくりた

い」という言葉や、中間評価でのチームワーキングでの発信力の向上理由の「リーフレットの

記事の構成を考える際には、思いついた案を積極的に出して話し合いができた」という言葉が

あり、活動を観察していた限りで、ある程度実感のこもった言葉なのだろうと思われる。しか

し、X の事例は、本人がプロジェクトに対して望んだ主体性、計画性の向上へのファシリテー

ションの改善策などを越えて、気になる問題をわれわれに提起する。それは、学生の記録やア

ンケートの言葉を今後、どの程度まで拠り所としていけるのか、という問いである。 
 
最後に 
中等教育でもプロジェクト学習や課題解決型学習は盛んに行われており、大学にはすでにプ

ロジェクト経験者が入学しはじめている。弘前大学でも X の世代から、新カリキュラム生であ

る。新カリでは、教養教育から座学的な教養科目が減り、代わりにプロジェクト型のゼミナー

ルや実習群がカリキュラムの必修部分を占めている。個別・個人の問題でなく、「プロジェクト

学習」世代のリフレクションの言葉に、ある種のスキル的な手触りと均質性を感じることはな

いだろうか。新カリ世代のコメントは、優れたふりかえり能力を感じさせつつも、活動そのも

のへのパッションは希薄ではないだろうか。また、専門家による FDワークショップでファシ

リテーション能力を向上させつつある教員は、学生をスムーズに効果的に導いて行くことの先

に待ち構えている実社会の諸相をイメージできているだろうか。旧カリの Y の言葉には、生き

た言葉の手触りがあり、教員は、その言葉をまだ真に受けることができていた。どのようなタ

イプの授業を行うにしろ、それらすべてに対し自覚的に手探りを続けることが必要だろう。
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Hors thème 
 

Les neurosciences en action II : debout et en mouvement 

dans la classe. 
 

JACTAT Bruno 
Université de Tsukuba 

 jactat.philippe.gu@u.tsukuba.ac.jp  
 
 
Développement du mouvement 

Dès l’instant de leur naissance (et même dans leur développement intra-utérin) les futurs 
enfants ne cesseront d’expérimenter avec le mouvement corporel et buccal. Ils passeront le 
quotidien de leurs 3 premières années de vie à apprendre à marcher et à parler. Puis d’un 
seul coup, les 15 années suivantes, nous, leurs guides dans la vie scolaire, nous leur 
ordonnons de s’asseoir et de se taire! Deux injonctions à contre-courant du besoin de 
développement cérébral de l’enfant.  

Il faut se rappeler que «les enfants entrent en maternelle en tant qu'apprenants 
kinesthésiques et tactiles, bougeant et touchant tout ce qu'ils apprennent. En deuxième ou en 
troisième année, certains élèves sont devenus des apprenants visuels. Au cours des dernières 
années du primaire, certains élèves, principalement des filles, deviennent des apprenants 
auditifs. Les garçons, en particulier, conserveront des avantages kinesthésiques et tactiles 
tout au long de leur vie. » (Dunn, 1993)  

Les individus ayant des styles d'apprentissage différents sont dès lors forcés de s'adapter 
à l'uniformité souvent accablante de la classe d'aujourd'hui. De leurs expériences, Dunn et 
Dunn (1995) ont conclu que 30-40% des enfants sont dits de type kinésique (ou vestibulaire : 
ils apprennent mieux en bougeant) et souffriront d’un environnement conçu pour les enfants 
ayant des facilités au niveau auditif (cochléaire) et visuel. Demander à des apprenants à 
tendance kinésique de rester assis toute une journée est une forme qui peut pour certains 
s’apparenter à la torture (et encore plus pour des individus avec des troubles envahissants du 
développement). Comment peut-on bien apprendre dès lors que l’on est dans une telle 
situation d’inconfort ? Sousa (2011) résume bien ce contresens: « L’esprit ne peut absorber 
que ce que le siège peut endurer. » Benden (2017) ajoute que « lorsque les enfants sont assis 
à un bureau toute la journée, ils n'ont pas besoin d'énergie, ce qui signifie qu'ils peuvent 
s'endormir, rêver, se distraire ou distraire les autres. En d’autres termes, nous pensons mieux 
sur nos pieds que sur notre siège. »  

L’effet délétère de périodes assises trop longues est largement répertorié dans les milieux 
du travail également. Un article du Financial Times relate comment l’ergonome Marvin 
Dainoff a découvert que les travailleurs qui se lèvent pendant leur journée de travail « se 
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plaignent moins de leur santé et ont une plus grande précision au travail » (Wallace, 2014). 
De plus, ils prennent moins de pauses que leurs collègues sédentaires et sont plus satisfaits. 

 
Aujourd’hui, dans les pays anglo-saxons, il existe des écoles et certains bureaux qui 

offrent à leurs écoliers et employés des « stand-up desks » ou « bureaux debout ». Cela leur 
permettent d’être librement assis ou debout selon leur besoins. Ainsi, dans ces classes, les 
enfants peuvent se lever ou s’assoir librement. Une étude de Texas A&M a mesuré que se 
lever en classe améliorait l’attention, l’attitude vis à vis de l’accomplissement des tâches, la 
clarté d’esprit et l’engagement dans l’apprentissage (Blake, 2012). 

L’idée a été reprise jusque dans les universités, mais une confusion semble s’être installée 
chez certains enseignants qui provoquent le « stand-up » à tout bout de champ. 

 
Stand up! 

Dans un communiqué, Shea (2016) explique que pour encourager ses étudiants à 
participer plus en cours, il introduit systématiquement une pratique qu'il appelle « stand-up », 
activité qui oblige tous les étudiants à se lever pour les contraindre à répondre aux questions 
du professeur afin de pouvoir se rasseoir. Toute la classe se lève en même temps mais un 
seul étudiant est concerné à la fois (celui qui répond), l’activité reste centrée sur l’enseignant, 
est binaire (debout-assis) et les étudiants ne font qu’attendre sur-place (ne bougent pas), puis 
une fois assis sont déconnectés de ce qui se passe (ils ont fini). Par ailleurs, Shea rapporte 
que certains de ses collègues incompréhensifs trouvent cette activité « humiliante », 
« culturellement impérialiste » et « infantilisante », réactions auxquelles j’adhère 
personnellement. 

Mais le problème majeur ici, c’est le manque de connaissance des processus biologiques 
et neurologiques qui soutiennent l’acquisition et l’apprentissage. 

Rester debout longtemps est aussi néfaste que rester longtemps assis. Car dans les deux 
cas le sang va partiellement stagner dans le bas des membres inférieurs et le bassin. Il vaut 
mieux encore dans ce cas faire une activité du style répétitif « debout-assis » (voir activités 
ci-après) qui engendre du mouvement que de laisser les étudiants assis ou debout trop 
longtemps. Lorsque l’on demande aux enseignants combien de temps les étudiants restent 
assis dans leurs cours, les deux-tiers répondent « pendant tout le cours », et seul 5% en-
dessous de 30 minutes. Il faut savoir qu’il suffit de 20 minutes en position assise pour que le 
sang stagne dans les hanches, les mollets et les pieds. Par contre, « quand les élèves se lèvent 
et bougent, ils font re-circuler le sang qui s’était accumulé […] . 15% de ce sang re-circulé 
parvient au cerveau en une minute. » (Sousa, 2011)  

La solution pour encore améliorer cette circulation cardio-vasculaire vers le cerveau n’est 
pas seulement de faire se lever les étudiants mais surtout de les faire bouger. Chung (2009) 
conclut ses investigations par cette constatation : « Des concentrations plus élevées 
d’oxygène dans le sang résultant d’une activité physique ont permis à des jeunes adultes 
d’augmenter la vitesse à laquelle ils effectuaient des taches visuelles et spatiales et ils 
retenaient plus de mots. » Des études similaires montrent que bouger a un impact notable 
sur par exemple l’apprentissage implicite, la réduction de l’anxiété, la mémoire épisodique, 
la cognition corporalisée, la socialisation et l’engagement en cours (Lengel, 2010). 
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Marzano (2007) affirme par ailleurs : « Comme le mouvement physique augmente 

l’énergie des étudiants, cela booste leur engagement ». En effet, faire du « stand-up » n’a, à 
mon avis, aucun effet bénéfique sur la motivation (l’engagement) des étudiants pendant le 
cours et ne leur apporte aucun complément d’énergie, bien au contraire, cela pourrait les 
fatiguer encore plus. Les faire bouger par contre a un impact immédiat. Suite à une 
intervention sur le sujet (Jactat, 2017b) une enseignante de l’auditoire a pu constater dans sa 
propre classe l’effet instantané : « […] J'ai déjà mis en pratique vos conseils […] Je fais lever 
les lycéens à plusieurs reprises pendant le cours et ils dorment moins. L'ambiance s'est 
naturellement améliorée.  […] »  (Collin, A., courriel du 13/12/2017) 

 
John Medina (2014) nous explique que le cerveau de l’homme s’est développé aussi parce 

qu’il se déplaçait sur de grandes étendues. Nos ancêtres mâles marchaient probablement 10 
à 20 kilomètres par jour. Les femmes se déplaçaient aussi, mais sans doute sur moitié moins 
de distance (p. 21). On sait que le mouvement nourrit le cerveau et peut le préserver de toutes 
sortes de dégénérescences (cf. le journal médical Frontiers in Aging Neuroscience.) De 
nombreuses études ont également souligné l’importance du mouvement chez le nourrisson 
pour assurer son développement cognitif normal (Hempel, 1993). Le triste exemple 
d’orphelins roumains confinés pendant plus d’une année dans leur lit à barreaux montre 
qu’une privation précoce globale du mouvement des enfants institutionnalisés peut entraîner 
des déficits cognitifs et comportementaux persistants (Chugani, 2001). 

En revanche, dans une vidéo de Vachon (2009), on se réjouit de voir le besoin irrépressible 
de bouger qu’a le nourrisson, son besoin de découvrir son environnement, toucher à tout, 
tout mettre à la bouche, explorer son petit monde au travers de tous ses sens. Bouger sert de 
fondement au déploiement des fonctions cognitives, et notamment au développement de 
l’attention. 

 
Bouger et l’attention 

Pour des raisons évolutives, le cerveau est toujours attentif à tout ce qui est nouveau ou 
inattendu dans notre environnement. Aujourd'hui, beaucoup plus de nouveauté existe en 
dehors de la classe qu'à l'intérieur. Bien que la salle de classe ne doive pas devenir un cirque, 
les enseignants gagneront à utiliser une variété de façons de capter leur classe pour aider le 
cerveau de chaque élève à décider s'il doit prêter attention à l'enseignant ou à un autre élève 
(et non pas à son smartphone). Aider les étudiants à apprendre comment maintenir leur 
attention est une compétence importante à développer pour repousser les distractions 
technologiques toujours croissantes dans notre environnement. N’oublions pas non plus 
qu’ils sont très occupés, avec plusieurs cours par jour, un petit-boulot, des activités de club 
quasi quotidiennes pour certains et que même pendant le cours ils peuvent se retrouver à 
penser beaucoup plus à tout cela, à d’autres cours ou encore à leur petit copain ou petite 
copine et tous leurs petits (ou grands) soucis dans la vie. 

Se lever et bouger permet alors d’amener les étudiants dans la même direction, de 
focaliser leur attention, réduire les temps morts et de créer un schéma facile à suivre, car 
corporalisé dans l’espace de la classe et dans le mouvement (voir activités en fin d’article). 
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Bouger et la mémoire procédurale 

Sprenger (2007) nous rappelle aussi que «Le mouvement n’aide pas seulement avec la 
lecture, le transfert de plus de sang et de glucose dans le cerveau, il change l’état d’esprit du 
cerveau et apporte beaucoup de plaisir quand on apprend, mais le mouvement soutien aussi 
notre système mnésique le plus puissant: la mémoire procédurale.» C’est bien en forgeant 
qu’on devient forgeron ou encore en faisant du vélo qu’on apprend à en faire. Et une fois 
appris, on n’oublie jamais comment faire du vélo. On apprend mieux en faisant. 

 
Quelques activités pour mettre les étudiants en mouvement 
Energisantes : 

1.  balancer une balle en cercle (révisions, construire du vocabulaire, etc.) 

2.  dessiner une carte-mentale géante par groupes sur la leçon 

3.  mesurer des objets dans la classe en longueur de doigt ou de main 

4.  aller à plusieurs points dans la salle pour récupérer des informations (dans un livre, 
sur un poster, une carte, auprès d’une personne – interviews courts -, etc.) 

5.  Jouer des concepts clés : 
6.  Le cadran humain (idée de Tim Murphey dans Hegelsen, 2002) : à la question « A 

quelle heure est-ce que tu… ? », l’étudiant fait l’horloge, une de ses mains pour la 
petite aiguille et l’autre pour la grande. 

7.  Le continent (Sousa, 2011, p.247) : son corps représente la carte du monde (tête = 
Europe, main G = Asie, main D = Amérique du Nord, buste = Afrique, genou D = A. 
du Sud, genou G. = Australie, pieds = Antarctique) 

8.  Debout–assis (Hegelsen, 2002) : les nationalités, la moitié de la classe se lève quand 
le professeur énonce une nationalité au masculin, l’autre moitié se lève au féminin. 

9.  Pantomime : Quel sport fais-tu ? Qu’est-ce que tu manges le matin ? etc. On répond 
en mimant. « Ah, tu fais du badminton ? » On confirme ou infirme par des gestes. 

Gestuelles : 
1.  Psychologie positive avec gestes : au lieu du « oui ça va » habituel, ajouter des gestes 

à « je suis en pleine forme ! », « j’ai la pêche ! », « ça va pas du tout… », etc. 

2.  Stratégies de communication avec gestes : voir Jactat (2017a). 

3.  Debout devant un Power Point : on suit les instructions projetées à l’écran pour se 
mettre dans des positions diverses (Asseyez-vous sur une table ; Grattez-vous 
l’oreille gauche ; Allez toucher une fenêtre ; Prenez une feuille sur le bureau ; etc.) 

4.  Posters au mur et on pointe (Jactat, 2017b) : poster avec illustrations, un étudiant 
annonce un mot et c’est à celui qui le pointe le plus rapidement qui gagne la manche 
(avec un tableau des nombres, couleurs, vêtements ou illustrations de verbes, etc.) 
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En bref 

Pendant votre cours, faites bouger vos étudiants toutes les 20 à 25 minutes ! 
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「フランス語科教育法」の授業について考える 
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 大学に設置されている教職課程は、平成 31 年度以降に継続して設置するためには、平成 30
年度中に文部科学省による再認定を受けることが義務付けられており、現在各大学において対

応が進められている。今回の再認定手続きは、教職免許法や施行規則の改正（平成 28 年文部

科学省令第 20 号）を背景とし、教員養成の質保証を目的として行われるが、再認定申請にあ

たり、各大学では教職課程の内容を再検討することが求められている。とりわけ新たな要件と

して、教職課程の各科目は、文科省により提示された「コアカリキュラム」に則り授業内容を

設定しなくてはならなくなった。このような状況をふまえ、大学における「フランス語科教育

法」について、以下に制度と実践の両面から総合的に検討し、同科目のおかれた現状と課題に

ついて考える。 
 
1．教職課程再認定とは？ 
 中央教育審議会は答申「これからの学校教育を担う教員の資質能力の向上について～学び合

い、高め合う教員育成コミュニティの構築に向けて～」（平成 27 年 12月 21日）1を発表し、社

会や学校を取り巻く環境の急速な変化を受け、新たな課題（英語、道徳、ICT、特別支援教育）

やアクティブ・ラーニングの視点からの授業改善等に対応した教員養成への転換を行うこと、

教職課程に係る質保証・向上の仕組みの促進などを提案した。この提言を踏まえ、平成 28 年

11月に教育職員免許法、平成 29 年 8月に教育職員免許法施行規則がそれぞれ改正され、平成

31 年 4月 1日から新教職課程が開始することとなった。平成 30 年までに認定・指定を受けた

各大学の教職課程は、改めて平成 30 年度中に認定を受ける必要がある2。 
 この再認定作業において必要とされるのが、授業科目の審査（A）と担当教員の業績審査（B）
である。 
（A）授業科目の審査：教職課程コアカリキュラム、外国語（英語）コアカリキュラム対象科

目については、各コアカリキュラムに定める事項の内容が含まれているか確認を行う。（教職

課程認定審査の確認事項 2（4））（＊コアカリキュラムについては後述する。） 
（B）担当教員の審査：認定を受けようとする課程の授業科目の担当教員は、その学歴、学位、

                                                
1 中央教育審議会第 184号（平成 27 年 12月 21日）
http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1365665.htm 
2文部科学省初等中等教育局教職員課「再課程認定申請について」（H29 年 8月） 

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2017/08/29/1388004_4_1.pdf 
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資格、教育又は研究上の業績、実績並びに職務上の実績等を勘案して、当該科目を担当するた

めに十分な能力を有すると認められる者でなければならない3。（教職課程認定基準 3（3）） 
 各大学で教職科目を担当する教員は、これらの審査のための書類作成に追われることとなっ

た。申請書は H30 年 3月に各大学から文科省へ提出され、審査を経て H31 年 2月に認定通知

が交付される予定である。 
 
2．大学におけるフランス語教職課程の現状 
 平成 29 年 4月 1日時点でフランス語教職課程を設置している大学は、文部科学省の資料に

よると 1種免許が 46 か所、専修免許 62 か所（いずれも通学制）である4。ただしこれらのリス

トでは同じ大学の複数学科・課程が別にカウントされており、またとくに専修免許については

筆者が知る限りにおいても（筑波大学、お茶の水女子大学）取得不可能な大学が含まれている

ために、現実の設置数は上掲よりも少ないものと推測される。また高校の免許のみ対応してい

る設置校もある（中学免許には教科教育法の開講数を増やす必要があるため）。 
 今回の教職課程再認定を受けて、フランス語教職課程設置校の減少が予想される。たとえば

筑波大学、京都大学でフランス語の 1種教職課程を廃止すると聞いている。実際、これまでも

教職科目の担当者確保に苦労していた大学が少なくない。もとよりフランス語教授法やフラン

ス語教職科目（たとえば「異文化理解」）を専門とする教員は少なく、「フランス語科教育法」

でフランス語学、「異文化理解」でフランス現代思想を扱っている大学があることは周知の事

実であった。今回課された科目シラバスや教員業績の審査への対応は難しく、またその意義が

大きくないと判断する大学があることは予想に難くない。 
 というのも、フランス語の教職免許取得者は少なく、また近年減少の傾向が見られるからで

ある。たとえば小松が 14 年間勤務した筑波大学では、フランス語免許取得者は平均して 2 年

に 1名程度であった。また小松が非常勤講師として 10 年以上にわたり「フランス語科教育法」

の授業を担当している慶應義塾大学では、5－6人だった履修者が 2 年前から激減しており（原

因は不明）、2016 年度は履修者ゼロ、2017 年度は 1名だった（2018 年度はふたたび 3名に増え

ている）。ちなみに小松が現在勤務しているお茶の水女子大学では 10 年ほど前にフランス語専

任教員数が設置基準を満たさなくなったため、フランス語教職課程は廃止された。 
 実際、大学のフランス語教職課程には大きく 2 つの問題がある。一つにはフランス語の教育

実習先がないという問題、もう一つはフランス語の免許を取得しても活かす場がないという問

題である。実習先については、出身校以外にフランス語での実習を受け入れてくれるところは

まずない（出身校がフランス語を十分な授業数開講していることが条件となる。また出身校で

あっても念入りな事前運動が必要である）。大学の教職課程センターでもこの点をとくに問題

視しており、フランス語教職免許は他教科（たとえば英語、国語、社会など）と併せて準備し、

実習は他教科で行うよう学生に指導している。実習ができなければ、教職科目を履修しても免

許取得には至らないからである。 
 もう一つの問題の方が深刻である。フランス語を教えることに興味を示す学生は少なくない

のだが、如何せん中等教育レベルでのフランス語教員需要はきわめて少ない。文部科学省の

                                                
3  すでに H30 年度に同じ科目を担当している教員については業績審査が免除されている。 
4 文部科学省「中学校・高等学校教員（フランス語）の免許資格を取得することのできる大学：1種免許」 

http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2016/12/27/1287071_1.pdf 「同：専修

免許」http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2016/12/27/1287071_2.pdf 
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H26 年度の資料5によると、フランス語を開講している高校の数は全国で国・公・私立を合わせ

227校であり、9214人が学んでいる。中学校は私立のみで 12校（2255人）であり、中高いず

れも H24 年に比べて減少している6。開講している場合でも第二外国語としての開講がほとん

どであり、フランス語の専任教員を抱える学校は多くない。全国の中等教育機関でフランス語

を教えている教員数は（非常勤講師を含め）数百人（200-300人程？）と思われ、1 年に 10人
もの教員を養成すれば十分に必要が満たされると考えられる。そのうち専任職に恵まれる者は

年に 1人いればよいほうだろう。このような展望のもとで、学生にフランス語教職を安易に薦

めることはできない。他教科で教員ポストを得て、就職後に機会があればフランス語も教える

という程度の展望しか描けないのである。 
 たとえこのような見通しであってもこれまでは、フランス語を専攻したことの記念に、ある

いは履歴書に記載するために、教職免許を取得しておこうという学生はいた。しかし今後は免

許制度の厳格化（新制度では教育実習のほかに長期にわたる教育現場でのインターンシップが

学生に義務付けられる。また文科省は再認定後も課程設置大学への実地視察を随時行うとして

いる）により、教職免許の取得は現在よりもずっとハードルの高いものになるだろう。 
 したがって、教員養成の質の向上を目指した今回の文科省の措置により、フランス語に関し

ては、教職課程設置大学が減少し、また教職免許取得者も激減することが予想されるのである。 

しかし将来万一、中等教育での第二外国語履修が他の先進国なみに一般化することがあれば、

教員不足が大きな問題となるだろう。大学の単独でのフランス語教員養成課程維持が困難な場

合、複数大学で連携して課程を設置することを可能とするなどの制度上の工夫が望まれる。 
 
３．フランス語科教育法の授業内容 
 小松が担当する「フランス語科教育法」（前後期各 2単位）の授業では、大きく分けて前期に

理論、後期に実践を扱っている。前期に扱うのは、まず、フランス語教育の基礎的知識、とく

に教授法の変遷とその理論的・時代的背景である。履修者は自分が受けてきたフランス語教育

や自らの学習を各教授法に比較して振り返り、「教える」「学ぶ」についての基本的な考え方を

確認する。この際一部にフランス語文献を使用し、また実際に DELF 問題を解くことにより、

フランス語力を確認するとともにCEFRのレベル設定やアクショネルの理念に基づく出題を体

感してもらってもいる。さらに日本のフランス語教育の歴史と現状について文献を通じて確認

し意見交換を行う。後期の授業では、まず教科書分析よりはじめ、前期の理論的知識をもとに

したコースデザインと授業計画、模擬授業へと進み、教育実習ですぐに授業担当ができるよう

準備を行う。時間的余裕のある場合には補助教材（IT 教材を含め）についても検討する。 
 今回の教職課程再認定にあたり、「フランス語科教育法」の授業シラバスと、文科省が提示す

るコアカリキュラムへの対応表との提出が求められた。コアカリキュラムとは、「教職課程で

共通的に身につけるべき最低限の学習内容」として文科省により提示された学習項目リストで

                                                
5 文部科学省「英語以外の外国語の科目を開設している学校の状況について（平成 26 年 5月 1日現在）」 

http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/058/siryo/__icsFiles/afieldfile/2016/03/23/1367581_7.pdf 
6「全体としては、2001 年から増加傾向にあった開設学校数が、2007 年を境に減少に向かっていることが分

かる。韓国語・朝鮮語と中国語の学習者の伸びが近年まで顕著であった理由について、臼山（2003、p.33）で
は、中国（語）、韓国（語）ブームという社会的現象があり、また、（フランス語のカリタスや暁星のよう

な）伝統的な私立高校に加えて、公立高校がこれらの異言語教育に積極的に取り組んだ結果であると分析し

ている。」（川又正之 『日本の異言語教育政策を考える(2) −中等教育における英語以外の異言語教育につい

て−』、敬和学園大学研究紀要(23)、pp.55-72、2014） 
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ある。背景には、「大学における教員養成の下、学芸的側面が過度に強調されたり、担当教員の

関心に基づいた授業が展開」されていること、「学校現場の課題が複雑・多様化する中、教員養

成課程において、実践的指導力や課題への対応力の習得が不可欠」であることが指摘されてお

り、「すべての大学の教職課程で共通的に習得すべき資質能力を明確化することで教員養成の

全国的な水準を確保」することを目的として策定された7。 
 「各教科の指導法」のコアカリキュラム8は、（1）当該教科の目標及び内容、（2）当該教科の

指導方法と授業設計の 2 部より構成され、各部の一般目標と各 5項目の到達目標が示されてい

る。一方、「英語科の指導法（8単位程度を想定）」のコアカリキュラムは、（1）カリキュラム/
シラバス、（2）生徒の資質・能力を高める指導、（3）授業づくり、（4）学習評価、（5）第二言

語習得の 5 部構成であり、とくに（2）の指導については 14項目もの到達目標が掲げられてい

て、他教科に比べて力の入れ方の違いが明らかである。 
 これらの授業を担当する教員は、担当授業シラバスの何回目の授業でこれらの到達目標が扱

われるのかを対応表上に一つずつ示さなくてはならない。小松もその作業にあたったが、驚い

たことにフランス語の教科教育法については、英語コアカリキュラムではなく、その他の教科

指導法コアカリキュラムが適用されるのである（対応項目が少なくて助かったが）。文科省の

英語重視9および英語以外の外国語軽視が露呈している。 
 コアカリキュラムへの対応については、小松の場合、これまでのシラバスに各到達目標を困

難なく当てはめることができた。しかし個人的に以前から気になっている問題がある。中等教

育のための教職科目を担当している自分が（学習者としても教師としても）中等教育における

フランス語教育の現場を全く知らないという問題である。学会・研究会での交流などを通じて

知識や経験の不足を補う努力をしているが、実はこれは個人的な問題ではなく、大学教員が教

員養成を行うということの構造的問題であるとも思われる。 
 具体的には、たとえば授業内で行う模擬授業に現場との乖離が認められる。他の大学生に中

高生役を務めてもらい（初修者を装うなどの）不自然な設定で模擬授業を実施することに常々

疑問を感じていた。その点、昨年度の履修者（川﨑）の模擬授業は、生徒役学生のニーズ分析

から始め、模擬授業の意義を問う画期的なものであったので、ここに紹介したい。 
 
４．履修者による模擬授業例 

2017 年度フランス語教科教育法の模擬授業は、慶應義塾大学文学部フランス文学専攻 2 年

から生徒役の有志を募り、2017 年 12月 15日に 45分授業として「数」をテーマに実施した。

今回は、模擬授業例として、川﨑の模擬授業計画作成の背景、模擬授業実践から学び、そして

模擬授業の限界について述べたいと考える。 
模擬授業と中等教育の現場における乖離については前項にて指摘しているが、同様に、模擬

授業の計画を行う上で考慮した点が、「誰のための（模擬）授業なのか」という点である。第一

には、教科教育法の受講者（以降「教師」とする）のためであり、今後の教育実習や教師とし

                                                
7 文部科学省初等中等教育局「教育職員免許法・同施行規則の改正及び教職課程コアカリキュラムについて」（平

成 29 年 7月 24日）
http://www.mext.go.jp/component/a_menu/education/detail/__icsFiles/afieldfile/2017/07/27/1388004_2_1.pdf 
8 コアカリキュラムのファイルは「教職課程認定申請様式」のページ

（http://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kyoin/1387995.htm）からダウンロードできる。 
9 英語のコアカリキュラム作成作業については以下に詳しい。東京学芸大学「文部科学省委託事業『英語教員の英

語力・指導力強化のための調査研究事業』平成 28 年度報告書」http://www.u-gakugei.ac.jp/~estudy/report/index.html 
＊本稿に掲載した URL はすべて 2018 年 4月に確認したものである。 
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てのキャリアを見据え、授業計画から授業進行、振り返りまでの一連のプロセスを体験し、そ

の中で様々な課題を見つけることであるといえよう。しかしながら、第二に、模擬授業の受講

者（以降「生徒」とする）のためという視点を持つべきであることに気付くに至った。これは、

本来、授業とは学習者の学びのために行われるものであり、「生徒」の学びに配慮せずに「教

師」の模擬体験を優先させてデザインされた授業から、果たして実践の糧となる学びが得られ

るのかという疑問から生じたものである。これら 2 つの目的を達成するためには、「生徒」の

理解が不可欠であると感じた。 
 有志で集まった 5名の「生徒」の属性は、簡潔にいえば優等生タイプであった。1 学年時に

フランス語の基本文法を習得し、他の授業ではフランス文学を原文で読むなど、高いフランス

語力を有していることに加え、本人の履修科目以外の授業である模擬授業に時間を割いて参加

していることからもフランス語学習に対して高い意識を有していることは明らかである。また、

留学や就職といった明確な学習動機を持ってフランス語学習に取り組んでいるという点も特

徴的であった。このような少数精鋭の「生徒」と中等教育における生徒においては、フランス

語力の面でも、学習動機の面でも差があり、その差を認識し、授業設計や振り返りの際に考慮

しない限り、模擬授業を通じての「教師」の学びは乏しいように感じられた。 
一方で、「生徒」を改めて観察した際に、いくつかの共通する課題に気が付いた。その内の１

つが今回模擬授業のテーマとなった「数」である。大学入学以降フランス語を学習し始めた彼

らは、高度な文法や文章読解は行える一方、基本項目である「数」などについては、自由に読

んだり、発話したりするには至っておらず、詳しく聞くと、初年度のフランス語のカリキュラ

ムの 1単元として学んで以降、改めて学ぶ機会はなく、特に読み方に関しては苦手意識を有し

ているとのことであった。「数」は、日常生活レベルからビジネス・アカデミックレベルにおい

ても必要とされる基礎知識であると同時に、瞬時に読める、理解できる、発話できるといった

一定水準の自動化が求められる学習テーマであると考える。留学や就職といった実際にフラン

ス語を使用することを想定すると、彼ら自身が課題として感じているテーマの 1 つであった。

また、「数」の知識を伝達するだけでなく、発話や自動化を目的とした練習方法自体を「生徒」

に伝えることが可能であるといった点においても、「生徒」の学びに配慮したテーマ設定が行

えたと考えている。 
確かに、模擬授業と中等教育の現場には乖離が認められる。しかし、その乖離を最小化する

ために模擬授業の環境と中等教育の現場の環境を一致させようと努めることではなく、再現可

能な要素と再現不可能な要素を切り分けることが重要であることを模擬授業から学ぶことが

出来たと考える。再現可能な要素は具体性をもって再現し、再現不可能な要素は模擬授業の限

界として整理することが重要である。川崎の場合、再現可能な要素として最重要視したのが「生

徒」の学びであり、授業を授業として成立させるもっとも根源的な価値であると考えた。また、

「生徒」の属性やカリキュラム上の授業の位置づけなどは再現不可能な要素として整理した。

但し、再現不可能な要素は考慮する必要がないわけではない。模擬授業後の振り返りの際に、

これらの要素を考察のパラメーターとして取り入れることで、模擬授業の模擬的要素を最小化

し、「教師」にとっての深い学びをもたらし得るのではないかと考える。
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Hors thème 
 

L’utilisation du film de cinéma dans la classe de français 
 

BAREILLE Laurent 
Université de la ville d'Osaka 

 apesanteur3@hotmail.com 
 
 
 
Introduction 
 

En plusieurs décennies, différents supports audio et vidéo se sont succédé en cours de 
français : nous sommes passés de la cassette au CD, de la VHS au DVD. Aujourd’hui, de 
nombreux manuels sont accompagnés d’un CD-ROM ou d’un DVD-ROM. On peut penser 
que ce progrès technologique rend le cours plus vivant. En effet, grâce à ces DVD-ROM, on 
peut non seulement écouter des extraits audio, mais également visionner des scènes 
interprétées par des acteurs récurrents (ce qui donne un aspect feuilletonnesque à l’ensemble) 
et créées spécialement pour un manuel. Ces saynètes utilisent le vocabulaire et un ou des 
points de grammaire vus en classe. En plus de ce matériel spécialement créé pour des 
apprenants de français, il existe également d’autres médias comme les vidéos Youtube, les 
journaux télévisés et autres documentaires pour familiariser l’apprenant à la langue et à la 
culture françaises. Dans cet article, nous allons nous intéresser tout spécialement au septième 
art, et à ses utilisations diverses dans la classe de français.  
 
L’utilisation linguistique du film  
 

Tout d’abord, visionner un extrait (souvent assez court) avec ou sans sous-titres (français 
ou japonais), avec ou sans le son (on peut demander aux apprenants de deviner ou d’imaginer 
les dialogues, la situation). Regarder ensuite cet extrait en plusieurs fois, faire des pauses 
pour permettre aux apprenants une prise de notes. Cet exercice effectué, interroger les 
apprenants sur ce qu’ils viennent de voir, afin d’évaluer ce qui a été compris. Une fois ce 
travail de visionnage et d’écoute (le fait de voir facilite la compréhension) terminé, nous 
pouvons distribuer une transcription écrite de la scène regardée. Écouter à nouveau l’extrait 
avec la transcription sous les yeux, afin d’associer phonie et graphie.  

Dans un deuxième temps, faire lire cette transcription, les apprenants deviennent ici 
acteurs, et peuvent jouer la scène qu’ils viennent de visionner, avec un travail possible sur 
la prononciation, l’intonation. À partir de là commence un travail plus standard d’explication 
du vocabulaire et de la grammaire, auquel on ajoutera des exercices mettant en application 
les points étudiés. 
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D’autres supports vidéo peuvent également être utilisés avec le même modus operandi : 

 
- Les bandes-annonces 
 

Une bande-annonce est comme un spot publicitaire, un film en accéléré (durée de 2, 3 
minutes maximum), qui informe le spectateur sur le contenu d’un film, et est censée lui 
donner envie d’aller voir celui-ci en salle. Ce support permet différentes activités : voyons 
ici quelques exemples d’exercices possibles après visionnage de la bande-annonce du film 
Les vacances du Petit Nicolas1 : vous invitez les apprenants à regarder les 15 premières 
secondes de la bande annonce et vous leur demandez de réagir librement en langue 
maternelle ou en français. Leur demander ensuite qui sont les personnages ? Où sont-ils ? 
Créer une fiche d’exercices en rapport avec le thème du film, ici les vacances.  
 
- Les courts métrages 
 

Un court métrage est un film dont la durée ne dépasse pas une heure. La plupart des 
réalisateurs tournent des courts avant de passer à la réalisation de longs métrages, ceux-ci 
leur servant de carte de visite auprès des studios de cinéma. L’utilisation du court métrage 
permet également une série d’exercices divers2.  
 

L’absence de sous-titres japonais limite cependant l’utilisation du court métrage aux 
classes d’un niveau avancé, B2, C1.  
 
- Les clips vidéo 
 

Le clip est un film court, réalisé pour accompagner une chanson, qui est utilisé pour faire 
la promotion de l’album d’un artiste. Ce support est doublement intéressant car il permet de 
travailler à la fois le texte de la chanson, et d’évoquer le visuel (illustre-t-il celle-ci ?). Le 
visionnage de clips permet également de faire découvrir la musique française et francophone 
aux apprenants.  
 
L’utilisation culturelle du film  
 

Le choix d’un film à regarder en intégralité en une séance, voire deux selon la longueur 
de celui-ci, est assez important. Car chaque film français dit quelque chose de différent sur 
la France. En effet comme l’indique Emmanuel Ethis3, se basant sur les travaux de Siegfried 
Kracauer (1889-1966), un journaliste, sociologue et critique de films allemand. : « De la 

                                                
1 Voir http://www.francparler-oif.org/bonnes-vacances/, consulté le 6 mai 2018.   
2 Voir http://apprendre.tv5monde.com/fr/apprendre-francais/finistere-1, consulté le 6 mai 2018.  
3 Dans Sociologie du cinéma et de ses publics, Armand Colin, Paris, 2007, p.56. 
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sorte, même la fiction filmique la plus artificielle qu’on puisse imaginer, faite de décors 
irréels, de comédiens habillés en costumes improbables, de dialogues surjoués à l’extrême, 
est porteuse d’expressions propres à caractériser une culture et une époque. Ces expressions 
sont celles de ce que Kracauer appelle “la mentalité d’une nation” ». En plus d’être un 
exercice d’écoute longue durée, qui permet d’entendre des Français ou francophones (cette 
étude ne repose cependant que sur des films français) s’exprimer à vitesse réelle, avec un 
français comme il est parlé aujourd’hui, ou comme il l’était hier, le visionnage d’un film de 
cinéma est une opportunité d’appréhender la culture française, de s’initier aux us et coutumes, 
à l’humour français, etc.  
 

Ainsi le choix du film dépendra du niveau des apprenants, de leur âge (notre étude se base 
sur des classes d’université, mais peut s’appliquer à d’autres classes). On ne montrera pas le 
même film à des étudiants en première année et en quatrième année. Le choix du film peut 
également dépendre des jonctions que celui-ci permettra avec d’autres supports, par exemple 
le roman (L’écume des jours de Michel Gondry, 2013), la bande dessinée (Astérix) ; ou des 
explications concernant des personnages ayant vraiment existé (Biopic, Édith Piaf : La 
Môme d’Olivier Dahan, 2007 ; Coco Chanel : Coco avant Chanel d’Anne fontaine, 2009 et 
Coco Chanel et Igor Stravinsky de Jan Kounen, 2009) et des événements historiques (La 
reine Margot de Patrice Chéreau, 1994 ; Indigènes de Rachid Bouchareb, 2006). 
 

Exemples de films (par genre) : 
 

- Humoristique : 
 
Les Visiteurs de Jean-Marie Poiré, 1993. 
Astérix et Obélix : Au service de Sa Majesté de Laurent Tirard, 2012. 

 
- Tragi-comique : 
 

Intouchables d’Olivier Nakache et Éric Toledano, 20114.  
 
C’est une comédie dramatique, dont l’humour est souvent basé sur le décalage des univers 

de la banlieue multiethnique et de la bourgeoisie blanche parisienne. Certains dialogues ont 
dû représenter de vrai casse-tête pour les traducteurs, pour cause d’humour français mais 
aussi de langage des quartiers populaires. Mais le film joue également sur un registre 
émotionnel qui est assez universel, et qui explique son succès planétaire 
 

- Nostalgique :  
                                                
4 Voir la fiche pédagogique du film, http://fr.calameo.com/read/002020226003e05bf4b61, consulté le 6 mai 
2018. 
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Le fabuleux destin d’Amélie Poulain de Jean-Pierre Jeunet, 2001.  
Le petit Nicolas de Laurent Tirard, 2009.  
Les choristes de Christophe Barratier, 2004.  

 
- Historique : 
 

La reine Margot de Patrice Chéreau, 1994.   
Indigènes de Rachid Bouchareb, 2006.  

 
- Sociologique : 
 

La Haine de Mathieu Kassovitz, 1995.  
Entre les murs de Laurent Cantet, 2008.  

 
- Comparaison France/Japon : 
 

Wasabi de Gérard Krawczyk, 2001. 
 

Avec Jean Reno et Ryōko Hirosue, c’est une comédie d’action, qui met en exergue de 
manière caricaturale les différences culturelles et comportementales franco-japonaises. Le 
Français est bourru, parfois provocateur, ne respecte pas les règles, mais il a du cœur. Le 
Japonais est montré comme très procédurier et sérieux, de ce décalage naît un humour de 
situation qui fonctionne assez bien auprès d’un jeune public japonais.  
 
Autour du film 
 

En plus des utilisations que nous avons mentionnées, le cinéma permet d’autres 
possibilités d’étude :  
 
- L’histoire du cinéma  
 

En effet, c’est à deux Français, Auguste et Louis Lumière, que nous devons l’invention 
du Cinématographe (du grec kinéma : mouvement et graphein : écrire). Un travail sur les 
frères Lumière et les premiers pas du cinéma est ainsi possible.  
 
- Le lexique du cinéma 
  

Des termes comme réalisateur/metteur en scène, acteur/actrice, un figurant, un décor, un 
générique, un ralenti/un zoom, un plan, un gros plan, un travelling, une voix off, un scénario, 
scénariste, peuvent ainsi être expliqués et appris.  
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- Le festival de Cannes, les Césars 
 

Il existe en France deux cérémonies prestigieuses de remises de prix à des œuvres  
cinématographiques, on reçoit des Palmes à Cannes (le plus connu des nombreux festivals 
de films ayant lieu en France) et des Césars lors de la nuit des Césars. Des films japonais 
sont souvent sélectionnés pour Cannes et des réalisateurs japonais ont d’ailleurs reçu la 
fameuse Palme d’Or. Les Césars sont l’équivalent français des Oscars américains. On peut 
expliquer et commenter ces événements en classe.    
 
- La critique cinématographique et les magazines de cinéma  
 

Depuis sa création, plus de deux-cents revues de cinéma ont vu le jour. Des réalisateurs 
comme François Truffaut par exemple se sont d’abord fait un nom dans la critique 
cinématographique, avant de passer à la réalisation. D’autres critiques célèbres tels qu’André 
Bazin ou Serge Daney peuvent être évoqués. Aujourd’hui, il existe encore plus d'une 
soixantaine de revues : les magazines Studio Ciné Live et Première destinés au grand public, 
Les Cahiers du cinéma et Positif (pour les cinéphiles) Le Film français (pour les 
professionnels). Des rubriques cinéma existent également dans les grands quotidiens comme 
Le Monde ou Le Figaro, ainsi que dans certains magazines culturels comme Chronic’art. 
Exercices possibles : demander les équivalents au Japon, faire la critique en dix lignes du 
dernier film vu au cinéma.  
 
Conclusion  
 

Comme nous l’avons vu, le film de cinéma est un outil des plus intéressants pour 
l’enseignant de français, par les nombreux exercices qu’il permet. Exercices à la fois 
linguistiques et culturels. Le mode de travail pour l’aspect linguistique me semble être 
applicable à tous les publics, là où le traitement de l’aspect culturel demandera des 
explications adaptées à l’apprenant japonais. Il faudra savoir mettre un film dans son 
contexte socioculturel, dans son époque, pouvoir expliquer des aspects de la France (la 
banlieue, l’immigration, le racisme...) que le public japonais est peu ou pas habitué à voir. 
Ainsi que nous l’avons évoqué, l’humour devra parfois être également expliqué.
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Hors thème 
 

非現実の仮定が導く帰結の非現実性 : 

教授法的観点における過去時制と非現実解釈 

L'irréalité des conséquences entraînées par l'hypothèse irréelle : le temps 
passé et l'interprétation irréelle vus d'un point de vue pédagogique 

 
 

川島 浩一郎 
KAWASHIMA Koichiro 

Université de Fukuoka 
k-kawa@cis.fukuoka-u.ac.jp 

 
 
 
1. はじめに 

仮定から導かれた帰結に半過去記号素が含まれるとき、その帰結を非現実の事態として解

釈できることがある。たとえば (1) の tu devenais centaure は、話者によって、deux heures de plus
という非現実の仮定から推論によって導かれた非現実の帰結として提示されている。 

(1)  Je n’ai pu intervenir que tard ce matin. Presque trop tard. Deux heures de plus et tu devenais 
centaure. (F. Vargas, Un lieu incertain) 

この用法においては、半過去記号素が事態の非現実性を積極的に標示するわけではない。半

過去記号素は、モダリティを標示するための表意単位ではなく、無標の過去時制記号素である。

半過去記号素の存在が帰結の非現実性に対応しうるのは、文脈から生じる解釈にすぎない。 
(A)  仮定が非現実の事態であれば、その帰結もまた非現実の事態でしかありえない。 
(B)  非現実の帰結を表現する場合の半過去記号素は、通常の過去時制として機能する。 
半過去記号素の当該用法の学習に際しては、とくに上の (A) と (B) を理解しておくことが

有効だと思われる。実際 (1) の tu devenais centaure を非現実の事態として解釈することができ

るのは、それが非現実の仮定に導かれた帰結だからである。また (1) の tu devenais centaure に
おける半過去記号素の存在意義は、この事態を過去時間に位置づけることにほかならない。 
 
2. 帰結における非現実性 
2.1. 現実性の表現と非現実性の表現 
ある事態を文法的に「現実」と呼ぶためには、その事態が真の命題として提示されることが

必要である。たとえば il fait beau によって表される事態は、それが話者によって真の命題とし

て提示されたときに現実と呼ばれうる。つまり il fait beau と表現してよい事態が言語外現実に

おいて成立していることと、その事態が文法的に現実であることは別の問題である。 
一方、ある事態を文法的に「非現実」と呼ぶためには、その事態が偽の命題として提示され

ることが必要である。たとえば il fait beau によって表される事態は、それが話者によって偽の

命題として提示されたときに非現実と呼ばれうる。つまり il fait beau に相当するような事態が
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言語外現実で成立していないことと、それが文法的に非現実であることは別の問題である。 
事態の真偽が話者によって提示されなければ、その事態は現実でもなければ非現実でもな

い。たとえば、大雨が降っている状況で il fait beau と言ったとしても、話者による真偽の提示

がないかぎり、その il fait beau は現実でもなければ非現実でもない。話者が嘘をついているこ

ともあれば、間違っていることもある。ある事態が現実であるのか非現実であるのかは、言語

外現実との対応関係の問題というよりも、話者が事態をどのように表現するかの問題である。 
2.2. 帰結における現実性と非現実性の非弁別 

帰結は、仮定から推論によって導かれた結果である。ある事態が成立すれば別の事態が生じ

るという意味関係において、前者の事態を「仮定」と呼ぶ。後者を「帰結」と呼ぶ。帰結は推

論の結果であって、事態の現実性や非現実性を表現するためのものではない (2.1.を参照)。 
(2)  Si tu es heureuse, je suis heureux. (M. Levy, Mes amis Mes amours) 
(3)  Si tu n'avais pas trouvé ce type, Damant me descendait. (Delacorta, Lola) 
帰結は、非現実の事態であるとはかぎらない。仮定が現実の事態とみなされるのであれば、

その帰結もまた現実の事態としてみなされる。たとえば (2) において、仮定である tu es heureuse
が現実の事態であれば、その帰結である je suis heureux もまた現実の事態とみなされる。 

また、帰結が現実の事態であるともかぎらない。仮定が非現実の事態とみなされるのであれ

ば、その帰結もまた非現実の事態とみなされる。(3) において tu n'avais pas trouvé ...が非現実の

仮定であれば、その帰結である Damant me descendait もまた非現実の事態とみなされる。 
したがって帰結は、現実の事態を表現するためのものでもなければ、非現実の事態を表現す

るためのものでもない。帰結として提示される事態の真偽は、仮定として提示される事態の真

偽に左右される。帰結それ自体には、いわば現実の事態と非現実の事態の弁別がない。 
2.3. 非現実の仮定が導く非現実の帰結 

非現実の仮定からは、非現実の帰結しか生じない。仮定として提示された事態が成立しない

のであれば、その仮定の帰結として提示された事態もまた成立しない。つまり仮定が非現実の

事態であれば、必然的に、その帰結もまた非現実の事態でしかありえない。たとえば (4) にお

いて je me mets à votre placeが (偽の事態として提示された) 非現実の仮定であれば、必然的に、

moi non plus je ne m'aimais pas もまた (偽の事態として提示された) 非現実の帰結である。 
(4)  [...], je me mets à votre place, moi non plus je ne m'aimais pas. (F. Beigbeder, Windows on the 

World) 
(5)  Si j’étais vous, je ne ferais pas ça. (G. Musso, Je reviens te chercher) 
(6)  Encore un peu, il me casse le nez pour me remettre les idées en place. (S. Japrisot, La dame dans 

l'auto avec des lunettes et un fusil) 
(7)  Cinq mille ans auparavant, Ray et moi avons peut-être eu plus de choses en commun. (C. Pike, 

Sang noir) 
非現実の帰結を表現する場合に使用できる動詞形には、ヴァリエーションがある。たとえば 

(4) の je ne m'aimais pas には、半過去の動詞形が含まれる。(5) の je ne ferais pas ça には、条件

法現在の動詞形が含まれる。(6) の il me casse le nez ...には、直説法現在の動詞形が含まれる。

(7) の Ray et moi avons peut-être eu ...には、複合過去の動詞形が含まれる。ただし、動詞形が異

なるとしても、非現実の仮定から生じる帰結が非現実の事態であることに変わりはない。 
2.4. 現実性と非現実性の区別および過去時間への事態の位置づけ 
ある事態を現実の事態あるいは非現実の事態として表現するためには、その事態の真偽を

話者が事前に判定している必要がある。事態の真偽が話者によって提示されなければ、その事

態は現実の事態でもなければ非現実の事態でもないからである (2.1.を参照)。 
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つまり、ある事態を現実あるいは非現実の事態として表現するためには、その事態の真偽が

話者にとって既知の情報であることが必要である。真偽の区別が未知の事態については、話者

は、その事態を真の命題であると判定することも偽の命題であると判定することもできない。 
したがって、ある事態を現実の事態あるいは非現実の事態として表現するためには、その事

態の真偽を判定する根拠となる事態が過去時間に位置づけられていることが必要である。事態

の真偽を判定する根拠となりうる事態は、既知の情報でなければならないからである。 
 
3. 事態の過去性と事態の非現実性 
3.1. 単純過去記号素と半過去記号素の存在 
単純過去形には単純過去記号素の実現形が含まれる。実際 (il) fut と (il) est の語形が異なる

のは、そこに含まれる表意単位が異なるからにほかならない。前者にあって後者にない表意単

位を、単純過去記号素と呼ぶ。それが単純過去形を特徴づける最小の表意単位だからである。 
半過去形には、半過去記号素の実現形が含まれる。実際 (il) était と (il) est の語形が異なる

のは、これらに含まれている表意単位が異なるからにほかならない。前者にあって後者にない

表意単位を、半過去記号素と呼ぶ。それが半過去形を特徴づける最小の表意単位だからである。 
3.2. 単純過去記号素 : 事態の完了を明示する有標の過去時制記号素 
単純過去記号素は過去時制記号素である。単純過去記号素を用いて表現した事態は、現在時

間や未来時間の事態ではありえない。単純過去記号素は事態を常に過去時間に位置づける。 
単純過去記号素は、過去時制記号素であるだけでなく、事態の完了を明示する記号素でもあ

る。実際、単純過去記号素を用いて表現した事態を未完了の事態として解釈することは不可能

である。単純過去記号素は、何らかの観点において、事態の完了と常に結びついている。 
3.3. 半過去記号素 : 無標の過去時制記号素 
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、無標の過去時制記号素であ

る。半過去記号素は、事態を過去時間に位置づけることしかできない。たとえば (8) の il est ...
は「現在の時刻」を表し、(9) の il était ...は「過去の時刻」を表現する。(8) と (9) の表意機能

的相違は、事態の時間的な位置づけが「現在」にあるか「過去」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。 
(8)  Il est dix heures, [...]. (F. Sagan, Aimez-vous Brahms...) 
(9)  Il était dix heures. (P. Siniac, Femmes blafardes) 
(10)  Ah, vous ! Je vous cherchais précisément. (B. Aubert, Rapports brefs et étranges avec l'ombre 

d'un ange) 
(11)  Vandoosler passa. Il cherchait Marc qui n'était plus à son poste. (F. Vargas, Debout les morts) 
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にすぎない。半過去記号素を用いて表現された事態は、(10) の je vous 
cherchais ...のように完了している (もう捜してはいない) と解釈されることもあれば、(11) の
il cherchait ...のように完了していない (捜している最中である) と解釈されることもある。 
3.4. 半過去記号素と非現実の帰結 
半過去記号素が、仮定から推論される帰結を表現する場合に用いられることがある。たとえ

ば (12) の je risquais d'oublier ...は sans vous という仮定の帰結として提示されている。(13) の
c'était la taloche qui partait, ...は une grimace de larmes という仮定の帰結として提示されている。 

(12)  Sans vous, je risquais d’oublier d’acheter mes... heu... collants. (A. Abécassis, Chouette, une 
ride !) 

(13)  [...] : petite, elle n’avait pas le droit de pleurer. Une grimace de larmes et c’était la taloche qui 
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partait, sifflait dans l’air et venait brûler sa joue. (K. Pancol, Les yeux jaunes des crocodiles) 
半過去記号素を用いて表現した帰結は、非現実の事態に対応することもあれば、そうでない

こともある。実際 (12) の je risquais ...は、非現実の事態として提示されている。一方 (13) の
c'était la taloche qui partait, ...は、非現実の事態として提示されているわけではない (2.2.を参照)。 
 
4. 非現実解釈と過去時制記号素 
4.1. 帰結における非現実解釈 

非現実の仮定からは、非現実の帰結しか生じない。つまり仮定が非現実のものであれば、必

然的に、その帰結もまた非現実のものでしかありえない (2.3.を参照)。たとえば (14) において

à quelques centimètres près が (偽の事態として提示された) 非現実の仮定であれば、il le renversait
もまた必然的に (偽の事態として提示された) 非現実の帰結でしかありえない。 

(14)  Un taxi klaxonna, à quelques centimètres près il le renversait. (M. Levy, Toutes ces choses qu’on 
ne s’est pas dites) 

(15)  Un seul jeu perdu, et les journalistes parlaient déjà de son déclin ! (T. Benacquista, Quelqu'un 
d'autre) 

非現実の帰結は、非現実の仮定からしか生じない。たとえば (15) における les journalistes 
parlaient déjà de son déclin を、非現実の帰結として解釈することはできない (3.4.を参照)。この

帰結の仮定である (15) の un seul jeu perdu が、非現実の仮定ではないからである。 
したがって、半過去記号素を用いて表現した帰結を非現実の事態として解釈することがで

きるのは、半過去記号素が事態の非現実性を積極的に標示するからではない。半過去記号素を

含む帰結を非現実の事態として解釈することができるのは、(14) の il le renversait にみられる

ように、それが非現実の仮定に導かれた帰結だからである。実際  (15) の les journalistes 
parlaient ...のように、半過去記号素を含む帰結は非現実の事態ではないこともある (3.4.を参照)。
また非現実の帰結が、半過去記号素を含むともかぎらない (2.3.を参照)。半過去記号素の存在

が帰結の非現実性に対応しうるのは、文脈から生じる解釈にすぎない (2.2.を参照)。 
4.2. 過去時制記号素と非現実解釈 
半過去記号素を用いて表現された非現実の帰結は、過去時間に位置づけられた事態だと言

ってよい。ある事態を非現実の事態として表現するためには、その事態の真偽を判定するため

の根拠となる事態が、過去時間に位置づけられていることが必要だからである (2.4.を参照)。
実際、たとえば (16) の il se perforait ....という事態は、過去時間に位置づけられている。同様

に (17) の je brûlais la jupe de Mme Toussaint もまた、過去時間に位置づけられた事態である。 
(16)  Encore un peu et il se perforait la boîte crânienne. (M. Chattam, Le sang du temps) 
(17)  Un peu plus et je brûlais la jupe de Mme Toussaint. (F. Vargas, Sans feu ni lieu) 
(18)  Encore cinq minutes, et il arriva chez lui. (R. Dahl, Charlie et la chocolaterie) 
したがって非現実の帰結を表現する場合に用いられた半過去記号素は、通常の過去時制と

して機能していると考えられる。半過去記号素は無標の過去時制記号素である (3.3.を参照)。
過去時制記号素である半過去記号素が、事態の非現実性を積極的に標示するわけではない (4.1.
を参照)。たとえば (16) の il se perforait ....や (17) の je brûlais ...における半過去記号素は、こ

れらの事態が過去時間に位置づけられていることを標示する過去時制記号素にほかならない。 
なお、非現実の事態を表現する場合に半過去記号素を使用できることは、半過去記号素が無

標の過去時制記号素であることと無関係ではない。実際、単純過去記号素を非現実の帰結を表

現する場合に用いることは難しい。単純過去記号素は、有標の過去時制記号素である (3.2.を参

照)。たとえば (18) の il arriva chez lui を、非現実の事態として解釈することはできない。 
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5. おわりに : 教授法的観点における非現実の仮定、非現実の帰結、過去時制 
半過去記号素を用いて表現した帰結を、非現実の事態として解釈することができる文脈が

ある。たとえば (19) の je perdais mon œil...は、話者によって、trois millimètre à côté という非現

実の仮定から推論によって導かれた非現実の帰結として提示されている。 
(19)  Un éclat d’obus en Irak dans le « triangle de la mort ». Trois millimètre à côté, et je perdais mon 

œil... (G. Musso, L’appel de l’ange) 
半過去記号素が示す当該用法の学習に際しては、とくに次の (A) と (B) を理解しておくこ

とが有効だと思われる。半過去記号素が、事態の非現実性を積極的に標示するわけではない。 
(A)  仮定が非現実の事態であれば、その帰結もまた非現実の事態でしかありえない。 
(B)  非現実の帰結を表現する場合の半過去記号素は、通常の過去時制として機能する。 
この (A) と (B) によって、半過去記号素が含まれる帰結を非現実の事態として解釈できる

理由を説明することができる。たとえば、(19) の je perdais mon œil...を非現実の事態として解

釈することができるのは、それが非現実の仮定に導かれた帰結だからにほかならない。(19) の
je perdais mon œil...における半過去記号素は、この事態を過去時間に位置づけているだけであ

る。半過去記号素の存在が帰結の非現実性に対応しうるのは、文脈から生じる解釈にすぎない。 
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Hors thème 
 
 

Maintenant, vous avez dit : « Maintenant » ?  

―教師も知りたい母音字eの発音と「同化」のはなし― 
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1. はじめに 
 「今の録音では、本当に maintenant と言っているのでしょうか」。教師が予期しなかった

ような質問が、まれに学習者から飛んでくることがある。たとえ授業内で明示的に教授しな

かった項目であっても、教師はそれに答える必要があり、教師自身も全方位からの質問に対

して、不断の学習や研究を行っていく必要があることはいうまでもない。ここで取り上げる

発音というトピックにかんしても同様である。 
ところで、フランス語教育において、単音の指導は盛んに行われている。各教科書の最初

のページは発音と綴りの関係について数ページを割いており、学習者は最初に発音を学ぶ機

会が多い。学習者は教科書に書かれたことをもとにして、綴りをベースにして発音を学んで

いく。初期段階ではこれでよいものの、中級段階になってくると、しかしながら、例えば、

録音教材や document authentique において、 maintenant という語の [t] が発音されていなか

ったように聞こえるケースがしばしば起こる。その際に、ある教師は個別の事例としてとら

え、学習者に説明するであろう。また、綴りとして maintenant と書いてあることから「よく

聞くと『マントゥナン』と発音しているよ」というように説明してしまうこともあろう。多

くの教師も気づいている現象であるが、教科書の説明法を用いて説明するのは容易ではな

い。 
 筆者らもそれぞれ、当初は綴り字をベースとしてフランス語の発音の初歩を学んだが、中

級レベルにおいて用いられたコミュニケーションの教科書に付属していた録音 CD におい

て、それまでに学んだ綴りの規則と異なる発音をいくつも発見する、という共通の経験を持

っている。これらの録音はあくまでゆっくりと発音されていたのにもかかわらず、である。 
このように、綴り字を読むだけでは解決できない問題があるが、これらの多くは、音節に

関する知識を用いることで統一的に説明することが可能となる。さらにその多くは、e の文

字の取り扱い、そしてそれが発音されていないことから生起する「同化」の現象を原因とし

ている。本稿では、これらの音声現象を概観したうえで、フランス語教育に対する適用を考

察する。 
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2. 文字 « e » : カメレオンの母音字 
本節では、この先に述べる「同化」現象の前提となる場合の多い、e の文字の取り扱いに

ついて概観する。この母音字は、置かれる環境によって、3種類の音もしくは無音となる。す

なわち、置かれる環境によって、まるでカメレオンの体の色のように音を変化させる。この

ため、フランス語の綴りと発音の関係を知る上では最も難解な部分の一つであり、教授には

慎重を期するところでもある。ここでは、次に続く議論のために、二段階に分けて見て、本

論において焦点を当てるべき点を明らかにする。 
 第一段階では、e の文字を [e] 音または [ɛ] 音で発音するか、そうでないかという二分法

で概観する。前者について、アクサン記号がついている場合は明確であり、図1のように [e] 
または [ɛ] で発音される。以下ではこの両音を合わせて、/E/ 音1とする。 
 

é [e]（狭い） café, cinéma 

è 
[ɛ]（広い） 

près 

ê même 

表1 アクサン記号の置かれた母音字 e の発音 

 
また、単語 concert のように、単語の中で最後にある母音字が e であっても、その後ろに

まだ子音字が続くときには、/E/ 音となる2。さらに、母音字 e が単語における最後の母音字

でない場合において、e の後ろに子音字が2つ以上続く場合においても、/E/ の発音となる。

ここまでは、初級の発音と綴りの説明においても語られることである。 
 第二段階として、 /E/ と発音されない母音字 e を見る。これを「脱落性の e」（e caduc）3

という。この脱落性の e には、まったく発音されない場合と、[ə] と発音される場合の2つの

発音方法がある4。 appartement における下線部の e のように、e を発音しないことで3つの

子音が連続してしまうときはそれを避けるために（「3子音連続禁止の法則」）、または 
demain や ce soir における下線部など、リズムグループにおける第一音節を保持するため

に、[ə] と発音される。それ以外の場合では脱落性の e は発音しない5。次節で取り上げる現

象に深くかかわるのは、この発音されない e である。 
この第二段階については、近年の教科書においては説明がなされているものの、規則が多

いため、初級学習者に対しては「語末の e は発音しない」という説明にとどまるであろう。

しかしながら、フランス語のリズムをつかみながら聞き取り、リズムよく発音するために

は、母音の有無によって音節を成しているかどうかという観点からも重要である。フランス

                                                
1 半広母音 [ɛ] と半狭母音 [e] の区別は、動詞の活用語尾などの語末を除いては、積極的に語の弁別に関与

しない。また、その置かれる環境によっては、母音調和（harmonie vocalique）によって中和されてしまうケ

ースもある。そのため、本論では議論を簡便にするために、これらの母音を原音素（archiphonème）/E/ にま

とめて論じることとする。 
2 ただし、動詞の tu の活用語尾や複数形の -s, 動詞の ils, elles の活用語尾 -nt の子音字はないものとしてみ

なし、その直前の e は /E/ にはならない。 
3 « e muet » « e instable » とも呼ばれる。 
4 ただし地方差がある。マスコミや教育で広く用いられ、標準フランス語とされるパリ地方の方言では、本

文に示す通り母音字 e を発音しないケースが出てくるが、例えば南仏の方言（accent du Midi）では、脱落性

の e はすべて母音 [ə] で発音される。 
5 そのため、筆者らは、脱落性の e は発音しないのがデフォルトであり、3 子音連続禁止の法則を破る場合や

リズムグループにおける第一音節の母音を保持するために母音 [ə] を「挿入する」と考えている。 
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語を聞き取る際に早く聞こえるというのは、文字の数に比して音数が少ないことが原因であ

る。つまり、語末の子音字を発音していない、2つ以上の母音字を1つの母音で発音するとい

うもののほかに、e の文字に対する発音が頻繁に脱落していることにもよるであろう。聞き

取り力の向上やリズムよく話すためには、文字ではなく音をベースに音節をとらえる必要が

あると考える。 
 
3. 音が変わってしまう「同化」という現象 

« maintenant » « médecin » « tout de suite »… これらの語句の発音は、綴りから想像すると、

「マントゥナン」「メドゥサン」「トゥ・ドゥ・シュイット」などと考えることができるで

あろう。しかしながら、実際に母語話者の発音を聞いてみると、まずそのように発音がなさ

れておらず、我々が綴りから導き出して感じている音、もしくはリズムとは違ったものが聞

こえてくる。我々教師においてもすでに、綴りと音が何となく違う、ということには気づい

ているものであり、また録音を聞いた初学者でも違いに容易に気が付くであろう。しかしな

がら、日本で出版された教科書ならびにフランスで出版された FLE の教科書においても、こ

のことを明示的に取り上げているものを筆者らは確認していない。それほどまでに、教授の

際に即効性のないことではあろうが、冒頭のように学習者から質問が行われた場合、教師は

どのように説明すればよいのであろうか。 
それに対する答えが、本節で概観する「同化」（assimilation）である。この考え方によっ

て、上記の語句における実際の発音を統一的に説明することができるだけでなく、他の語句

における発音と綴りの乖離も予測することが可能となる。 
 同化とは、互いに接した2つの子音において、どちらかの子音が、もう一方と同じ特徴を持

つ別の子音に変化する現象である6。同化は、ある一単語内にある2子音間において起こるだけ

でなく、同一リズムグループ内で接している2つの単語間における2子音間でも起こりうる。

また、綴りにおいて2子音間に前項で述べた「脱落性の e」 が入っていたとしても、その e 
が発音されないケースであれば、同化は起こりうる。また、同化に際しては、(1) に示された

次の3つのプロセスが考えられる。 
 

(1)   a. 後ろの子音が有声音であれば、前の無声子音が「有声化」 
b. 後ろの子音が無声音であれば、前の有声子音が「無声化」 
c. 後ろの子音が鼻子音であれば、前の有声・無声子音が「鼻音化」 

 
そして、多くのケースにおいて、表2における縦の列の間で子音が変化する。 
 

調音方法 閉鎖（破裂）音 摩擦音 

調音位置 唇 歯茎 軟口蓋 唇と歯 歯 歯茎 

無声子音 p t k f s ʃ 
有声子音 b d g v z ʒ 
鼻子音 m n ɲ 

   

表2 フランス語の子音（一部、簡略化） 

                                                
6 大半の場合は、本文中で説明が行われているように、後ろの子音が前の子音に影響を及ぼす。これを「逆

行同化」assimilation régressive という。それに対して、前の子音が後ろの子音に影響を及ぼすこともあり、こ

れを「順行同化」 assimilation progressive というが、非常に稀である。例：cheval [ʃfal], cheveu(x) [ʃfø], 
cheville [ʃfij]. 
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実際の例をいくつか見てみよう。まず、Strasbourg という地名であるが、綴り字通りに発音す

ると、[stʀasbuʀ] となるであろう。しかし、有声子音 [b] が直前の無声子音 [s] に影響して

有声子音 [z] に変化する。実際に多くの母語話者が行っている発音は、[stʀazbuʀ] である。 
 発音されない母音字 e を挟んだ2子音間における同化の例として、maintenant を挙げること

ができる。この場合、母音字 e は（3子音連続禁止の法則に抵触しないので）発音されないた

め、子音 [t] と [n] が隣り合うこととなる。鼻子音 [n] は、直前にある無声子音 [t] に影響し

て、[t] が [n] の発音に変化（鼻音化）することで同化が起こっている。波及効果としてさら

に、閉鎖（破裂）音が二つ続くときは、2回発音せずに、一つの子音として長さが2倍になる。

ここでは [n] を2倍の長さで発音するようになるので、出来上がった音は [mɛ̃nːɑ̃] となる。 
同化は同一リズムグループ内であれば、2語間においても起こりうる。tout de suite という句

において、de における e は発音されない。そのため、語境界ではあるものの子音 [d] と [s] 
が隣接することとなる。後ろの無声子音 [s] が前の有声子音 [d] に影響を与え、[d] は [t] に
変化（無声化）する。波及効果として、破裂音 [t] と摩擦音 [s] が隣接することとなるため、

破裂のすぐ後に摩擦が起こる「破擦音」[ʦ] として発音される7。日本語の「ツ」における子音

（ヘボン式ローマ字で書いたときに tsu と綴られるその子音部分）とほぼ同一の音となる。出

来上がった音は [tuʦɥit] である。 
 同化は生活の隅々にまで見られる。例えば、フランス国営放送 France 2 における次番組の

宣伝において、 « Tout de suite sur France 2 » というアナウンスが行われるが、この時の tout 
de suite は上記のとおりであり、さらには France 2 (deux) も同化によって、[fʀɑ̃zdø] （下線
部が有声化）となっていることが確認される。 
 上記の例は、ゆっくりと発音した場合は同化が起こりにくくなる。さらに、脱落性の e が
2子音間に入っている場合、これを入れて丁寧にゆっくりと発音する場合は、母音が間にある

ため、当然ながら同化が起こらなくなる。とはいえ、母語話者の自然な速さで発話される場

合には、同化が起こると考えてよい。document authentique を音声教材として使う場合、同化

が頻繁に生起することは避けることのできないものであることに注意をする必要があり、教

師もそれを説明できるように対応しておくことが望ましいと思われる。 
 ちなみに、absolument, observer, obtenir などのように、綴り字上で「b + 無声子音」の場合

は、この b を [p] と発音するという規則があり、教科書でも発音と綴りのページにおいて学

習初期に触れることが多い。これも同化として、やはり統一的に説明が可能である。すなわ

ち、後続する無声子音に影響を受け、b が無声化しているものである。ただし、これらの場

合はすでに綴り字規則（正書法）ではっきりと認められていることであり、話速の変化によ

って同化が起こったり起こらなかったりということはない8。 
 
4. 教育への応用：まとめに代えて 
 従来から、フランス語の発音の学習は、綴りに音を当てはめていく方法が広く行われてい

る。これにより学習者は単音が出せるようになるが、つっかえつっかえとなってしまい、言

                                                
7 上記の例 médecin においても、e の脱落の結果、同化が行われることで、[破裂音＋摩擦音] の組み合わせ

にから破擦音が現れる。出来上がる音は [meʦɛ̃] である。 
8 他言語における同様の例として、英語における法助動詞 have to [hæftə]と has to [hæstə]が挙げられる。これ

らもまた、同化によって have [hæv], has [hæz] が一語として用いられる場合とは音が変化しており、それが固

定されている例である。 
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語としての意味がとらえられなくなる恐れも孕んでいる。よりよい聞き取りや、より通じや

すい発音を目指すために、中級、上級を見据えたうえで初級段階を改善することができると

考えられる。母語話者が無意識に感じていることは、単音のレベルにとどまらず、その上位

にある音節やリズムグループといった音の塊である。そのため、初級段階よりリズムとして

の音節を意識した学習が必要である。音節の数、つまり母音の数を数えることで、リズム、

ひいてはアクセントの習得にもつながる。そのための脱落性の e の教授・学習を行うことは

有意義なことであると考えられる。初級段階より音節を意識することにより、中級、上級に

おける聞き取りの向上やより通じやすい発音の習得にも、シームレスにつながるであろう。 
 その延長線上に同化がやってくる。ただし、先に述べたように、日本で出版された教科書

には同化を積極的に扱っているものは確認できないことからもわかるとおり、様々な規則を

学ばなければならない初級段階より同化を取り上げるのは、避けることが賢明であると考え

られる。また、おのずから話速の低い教材を選ぶことになるであろうことから、同化が頻発

するような教材は排除できるであろう。しかしながら、中級レベルあたりより、いったん、

フランスで出版された教科書の録音教材や、document authentique を使用し始めた際には、発

話の中に同化が容赦なく入り込んでくると考えられる。その際に、教師が説明できるかどう

か、そしてそもそも教師自身が同化に気づけるかどうかという点は、教材を選び、使用する

際に重要であると思われる。いったん同化が出てきたとして、教師の側から積極的に説明し

なかったとしても、本論冒頭のような学習者からの質問がやってくることが想像できるであ

ろう。そのためには、教師自身がこのような音声現象に敏感になっておき、説明ができるよ

うにしておけば、より学習者の持つ疑問に対して助けとなることができると考えられる。繰

り返しとなるが、同化の多くのケースには脱落性の e が密接に結びついている。中・上級レ

ベルにおいても、再び、音節とリズムを感じることができるようにしておくことが、聞き取

りの向上への近道となる。そして、学習者のみならず、教師もまた、知っておきたい音声現

象である。 
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Hors thème 

Optimiser l’engagement des apprenants en cours de 

communication à l’université 
 

DASSONVILLE Nicolas  
Université Aichi  

nicoda@vega.aichi-u.ac.jp  
Note préliminaire : 
 Cet article fait suite à l’atelier « Quelles stratégies pour optimiser la participation des 
apprenants en cours de communication ? » que j’ai animé le 26 mars 2018 aux Rencontres 
Pédagogiques du Kansaï. Je propose d’adapter à l’enseignement de communication orale au 
niveau débutant à l’université un cadre théorique souple permettant à l’enseignant, quelle 
que soit la méthodologie qu’il choisit d’adopter, d’organiser sa réflexion sur l’engagement 
des apprenants dans leur apprentissage et d’intervenir de façon plus raisonnée sur les 
différents facteurs qui déterminent ce comportement. Je m’appuierai sur le modèle attentes-
valeurs (« expectancy-value ») d’Eccles et Wigfield (2002) et j’illustrerai mon propos par 
quelques exemples tirés de ma propre pratique pédagogique à l’université Aichi. 
La problématique spécifique de la motivation à apprendre en contexte universitaire 
 L’enseignement d’une langue étrangère implique certes une technique, mais c’est avant 
tout une activité sociale et relationnelle. Avec de petits groupes d’apprenants animés d’une 
réelle motivation initiale, il est relativement aisé pour l’enseignant de s’adapter pour 
accompagner et renforcer la motivation de chacun. Il peut alors légitimement envisager ses 
choix pédagogiques dans un esprit de simplicité et de sincérité, enseigner de la manière qu’il 
considère être la bonne parce qu’elle correspond à ses compétences, ses aspirations et ses 
valeurs, qu’elle répond à l’idée qu’il se fait de la mission qui lui a été confiée et de l’intérêt 
des apprenants, et qu’elle a fait ses preuves par le passé.  
 À l’université, cet idéal de simplicité et de sincérité est bousculé par le caractère parfois 
quasi industriel de la tâche d’enseignement, le décalage entre la mission et les contraintes 
qui l’entourent, mais aussi la problématique complexe de la motivation à apprendre en 
contexte universitaire, marquée par l’importance des dynamiques de groupe et surtout par ce 
mélange de liberté, de contrainte et de calcul qui caractérise la condition d’étudiant. La 
notion de dynamique motivationnelle, développée par Viau, prend ici toute sa place. Elle 
désigne « un phénomène qui tire sa source dans des perceptions que l’étudiant a de lui-même 
et de son environnement, et qui a pour conséquence qu’il choisit de s’engager à accomplir 
l’activité pédagogique qu’on lui propose et de persévérer dans son accomplissement, et ce, 
dans le but d’apprendre. » (2009, p. 12). Cette notion rend compte de la complexité de la 
motivation, dans le sens où « d’une part, il s'agit non pas d’une variable unique, mais bien 
d’un système, d’une configuration de multiples variables en interaction étroite : des 
indicateurs d’engagement, des représentations motivationnelles, des facteurs internes et 
externes [...] et d’autre part qu’il s’agit d’une configuration qui peut constamment évoluer 
en cours de processus » (Bourgeois, 2006, p. 234). La question de la motivation se pose 
différemment selon que l’on transmet des connaissances sur la langue et la culture dans le 
cadre d’un cours magistral ou que l’on s’efforce de développer chez l’ensemble des 
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apprenants une compétence langagière. La tâche de l’enseignant de communication orale 
dans le cadre d’un cours de français optionnel pour les débutants non-spécialistes est de ce 
point de vue particulièrement ardue. Les défis sont multiples : utilité peu manifeste du 
français dans le contexte socio-économique japonais, classes à effectifs pléthoriques, 
nouvelle culture d’apprentissage à faire comprendre, accepter et assimiler, exigence d’un 
haut degré d’engagement personnel et d’un effort croissant d’intégration des acquis, 
hétérogénéité des profils motivationnels en présence. Cette situation nécessite d’aborder la 
tâche d’enseignement sous un angle stratégique, orienté par l’enjeu de conquête et de 
maintien de la motivation du plus grand nombre. Dans ce contexte, la simple dichotomie 
motivant / démotivant est insuffisante pour définir les orientations du cours. Il faut tenter 
d’identifier et de comprendre les principaux facteurs de la motivation pour procéder à des 
ajustements dans une démarche d’optimisation, c’est-à-dire de « recherche des valeurs des 
paramètres qui maximisent une fonction » (Le Petit Robert). Par ailleurs, plus le nombre 
d’apprenants est élevé, plus le temps que l’enseignant est en mesure de consacrer à chaque 
apprenant est limité. L’optimisation de la dynamique motivationnelle va alors de pair avec 
l’anticipation des situations, la rationalisation et la standardisation des procédures. Tout cela 
ne doit pas conduire à un reniement de la dimension relationnelle de l’enseignement mais 
être au contraire une manière de la préserver le moins mal possible dans une configuration 
qui lui est peu favorable. 
Le « potentiel motivationnel » d’un cours de français à l’université 
 Chaque cours a sa spécificité au regard de la motivation qu’il est en mesure de susciter 
chez les apprenants dans un contexte donné. Le modèle attentes-valeurs (Eccles et Wigfield, 
2002) peut nous aider à appréhender le « potentiel motivationnel » d’un cours de 
communication orale à l’université. 
 Ce modèle comprend un volet cognitif portant sur les facteurs internes de la motivation 
en relation à l’activité d’apprentissage et un volet social, où interviennent notamment les 
expériences antérieures. Dans sa dimension cognitive, la motivation à s’engager dans une 
activité d’apprentissage est présentée comme étant le résultat de la conjugaison de deux 
catégories de perceptions : les attentes de succès, qui sont les croyances de l’individu 
concernant ses chances de réussir dans une activité donnée (c’est-à-dire satisfaire aux 
exigences de cette activité) et l’estimation de la valeur, qui concerne la réponse à la question 
« Qu’est-ce que je gagne à m’engager dans cette activité ? » La perception de la valeur 
découle de l’évaluation de quatre composantes distinctes, résumées ainsi par Viau : « la 
valeur d’atteinte du but (l'importance de s’investir dans l’activité et de bien la réussir pour 
soi-même), la valeur intrinsèque (l'intérêt et le plaisir d’effectuer l’activité), la valeur 
d’utilité (les avantages que l’on retire de l’accomplissement de l’activité), le coût (l’effort et 
le temps requis pour réussir l’activité) » (2010, p. 233). Le coût s’apprécie ici en 
comparaison d’autres activités possibles, ce qui se prête bien à l’analyse de la situation d’un 
cours de français facultatif dans le cadre d’une offre de langues diversifiée. La motivation 
se présente sous la forme de la fonction suivante : motivation = attentes × valeur, soit dans 
le détail motivation = attentes × (valeur d’attente + valeur intrinsèque + valeur d’utilité − 
coût). Ce paradigme est intéressant pour le pédagogue car il permet d’une part de caractériser 
le potentiel motivationnel d’un apprentissage dans son contexte, et d’autre part de se 
représenter concrètement les « curseurs » de la motivation et de tenter de les ajuster au 
contexte spécifique du cours dans une démarche d’optimisation. Il a cependant des limites : 
il rend difficilement compte des autres déterminants de la motivation sur lesquels 
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l’enseignant peut agir, notamment certains facteurs affectifs à caractère non stratégique, ou 
ceux relatifs à l’enseignant et au climat de la classe ; il ne permet pas d’appréhender le 
caractère dynamique de la motivation, les inter-relations entre d’une part les perceptions 
elles-mêmes et d’autre part entre les perceptions et les comportements qu’elles induisent ; 
certains choix pédagogiques concernant par exemple l’évaluation, influent simultanément 
sur plusieurs perceptions.  
 Le modèle d’Eccles et Wigfield (plus précisément son volet cognitif) a servi de point 
d’appui à plusieurs études sur la motivation des apprenants en contexte universitaire, 
notamment une étude réalisée en 2009 à l’université de Kyoto par Mitsuru Ohki et ses 
collègues (Ohki, Hori, Nishiyama et Tajino) sur 124 étudiants de première année, dont les 
résultats ont confirmé l’hypothèse suivante : « Concernant l’apprentissage du français par 
les apprenants japonais, les attentes de succès et les valeurs (i.e., valeur d’atteinte du but, 
valeur intrinsèque, valeur d’utilité) sont faibles alors que le coût est élevé. Cette 
disproportion décourage les apprenants japonais de français et les mène à la baisse de leur 
motivation. » (p. 78). Observant des corrélations statistiques entres les différentes 
perceptions, Ohki et ses collègues en déduisent la possibilité d’inter-relations entre les 
attentes de succès et les quatre valeurs, mais concluent à l’impossibilité de caractériser ces 
inter-relations avec certitude (p. 85). Partant du constat de la difficulté à agir sur la valeur 
d’utilité, le coût et les attentes de succès, ils recommandent des stratégies visant 
prioritairement à améliorer les perceptions de valeurs sur lesquelles l’enseignant a le plus de 
contrôle, la valeur intrinsèque et surtout la valeur d’atteinte, au moyen notamment d’outils 
pédagogiques visant à aider les apprenants à s’identifier positivement à leur apprentissage et 
en comprendre l’importance (p. 86).  
Les grandes orientations du cours de communication orale à l’université 
 La première étape de la réflexion sur la conception d’un cours concerne les grandes 
orientations : détermination des objectifs pédagogiques au terme de l’année, choix de 
l’amplitude du programme et du degré d’exigence, choix du manuel et de son utilisation, 
définition du contrat pédagogique, mise en place d’une culture d’apprentissage appropriée. 
Elle débouche sur le syllabus, qui doit à la fois rencontrer/susciter la motivation initiale des 
apprenants et exprimer, pour partie au moins, les termes du contrat pédagogique qu’on leur 
propose. Dans les universités japonaises, l’enseignant de communication orale dispose 
généralement d’une grande liberté dans ce domaine. Du fait de l’ampleur du défi, il serait 
dommage de ne pas profiter pleinement de cette liberté pour mettre en cohérence les objectifs 
et les stratégies pédagogiques. Il est aussi important pour l’enseignant de ne pas faire 
abstraction de ses propres valeurs et motivations, c’est à cette condition qu’il peut donner le 
meilleur de lui-même. Le modèle d’Eccles et Wigfield constitue à cette étape un point 
d’appui utile, permettant de regrouper les stratégies en fonction des catégories de perceptions 
que l’on vise prioritairement (en anticipant autant que possible les effets induits sur les autres 
perceptions). Il ne faut a priori en écarter aucune, mais il y a tout intérêt à les hiérarchiser en 
fonction de critères que l’on fixera : immédiateté de l’effet escompté (équilibre entre les 
effets à court et moyen terme), facilité de mise en œuvre et rapport coût-efficacité pour 
l’enseignant (surtout en terme de temps et de quantité d’information à traiter), effets indirects 
positifs ou négatifs sur les autres perceptions. On peut distinguer cinq catégories de 
stratégies : 
1. Impact réparti sur l’ensemble des perceptions : contrat pédagogique clairement formulé 
dans le syllabus, explicité et complété dès le premiers cours ; justification et explicitation 
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des démarches d’apprentissage ; check-list de rentrée ; document de présentation et 
d’encouragement rédigé en japonais, « kit de l’élève » contenant toutes les instructions et les 
matériels pédagogiques complémentaires, mis à la disposition des apprenants via un 
dispositif de partage de dossiers en ligne tel que Dropbox ; exercices de simulation et 
tutoriels pour faciliter l’appropriation des outils disponibles (manuel, pistes audio, outils 
multimédias, applications smartphones), vidéos montrant des apprenants des années 
précédentes accomplir avec succès les tâches de communication qui seront demandées en 
fin d’année (ce qui est motivant à la fois pour ceux qui les regardent et ceux qui sont filmés 
en sachant que leur prestation sera présentée un jour à d’autres apprenants), coopération 
entre les enseignants qui s’occupent d’une même classe pour présenter devant elle un 
discours coordonné et cohérent sur les enjeux et les démarches ; etc. 
2. Impact prioritaire sur le coût et les attentes de succès : choix d’une méthode aux objectifs 
modestes en termes de contenus lexicaux et grammaticaux (tout en étant ambitieux sur le 
degré de maitrise des situations de communication et des actes de parole) ; effort 
d’allègement de la charge cognitive à toutes les étapes de l’apprentissage ; limitation du 
temps à consacrer au travail de révision / préparation entre les cours (je m’arrange pour qu’il 
puisse être réalisé de façon satisfaisante en 30 à 40 minutes pour un cours standard) ; mise à 
profit de l’expérience d’apprentissage de l’anglais L2 pour faciliter l’acquisition du français 
L3 et en relativiser la difficulté ; réflexion spécifique sur les modalités d’acquisition de la 
culture d’apprentissage que l’on souhaite mettre en place1, mise à profit de certains aspects 
de la culture d’apprentissage préexistante des apprenants, de ce qu’ils connaissent et 
apprécient, pour limiter le « coût de changement » (modèles à adapter pour les activités à 
l’oral et à l'écrit, astuces pour pallier le manque d’imagination en conversation, 
questionnaires à remplir pour les activités de conversation, applications smartphones) ; etc.  
3. Impact prioritaire sur la valeur d’utilité : outils et stratégies visant à aider les apprenants à 
construire et formuler un projet personnel impliquant le français ; présentation de success 
stories tirées des médias, rencontres avec d’anciens élèves qui ont effectué un séjour 
d’études en pays francophone ; etc.  
4. Impact prioritaire sur la valeur d’atteinte : discours sur les bénéfices de l’apprentissage du 
français, notamment au regard de la compétence plurilingue et pluriculturelle (si l’on 
parvient à convaincre ses collègues professeurs d’anglais de porter eux aussi ce discours, 
l’effet en sera redoublé) ; outils et stratégies visant à favoriser l’identification positive à 
l’apprentissage du français, son intérêt existentiel ; rencontres avec des étudiants français en 
échange universitaire, etc. 
5. Impact prioritaire sur la valeur intrinsèque : c’est probablement là que se situe l’enjeu 
principal. Pour stimuler la perception de la valeur intrinsèque, trois grands axes sont 
envisageables :  
- Rendre le cours intéressant, en lui donnant la forme d’un voyage linguistique et culturel en 
francophonie, en accordant une place importante au récit, en ménageant de nombreux 
détours, anecdotes et surprises, en s’appuyant sur des documents diversifiés. 

                                                
1 Pour emporter l’adhésion du plus grand nombre, l’introduction d’une nouvelle culture d’apprentissage 
doit être envisagée à la fois sous l’angle du bénéfice qu’elle vise et sous celui du coût qu’elle représente 
en termes d’effort d’adaptation, de remise en question de soi. Ce principe de réalisme s’applique tout 
particulièrement à un cours atypique comme le cours de communication orale, qui ne sera suivi qu’une 
année ou deux. 
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- Rendre le cours amusant, source de plaisir, en valorisant la corporalité, la dimension 
ludique et coopérative, en créant un environnement peu contrôlant pour favoriser 
l’autonomie, le sentiment d’autodétermination et la motivation intrinsèque. 
- Rendre le cours convaincant en misant sur la perception de la compétence et de la 
transformation de soi, en acceptant un certain degré d’effort, de coordination de groupe et 
de discipline. Plutôt qu’une véritable compétence langagière, qui semble hors de portée en 
seulement 30 séances de 90 minutes, ce que l’on peut chercher à susciter chez l’apprenant, 
c’est le plaisir qui découle de la perception de cette compétence naissante. L’apprenant 
oublie par moments l’effort auquel il s’astreint et commence à avoir la sensation de 
communiquer « pour de vrai », d’exprimer directement ce qu’il possède en lui, et d’affirmer 
ainsi, d’une certaine manière, une identité, à l’image d’un pianiste débutant surpris par la 
sensation grisante de commencer à faire de la musique, sa propre musique. J’ai choisi de 
donner la priorité à ce troisième axe, sans complètement renoncer au premier et en 
conservant beaucoup d’éléments du second. L’apprenant doit préparer chaque leçon, 
participer de son mieux aux activités, accepter d’être évalué régulièrement sur la qualité de 
son engagement (plus que sur sa performance dans des tâches complexes), même si dans un 
premier temps il peut considérer que le jeu n’en vaut pas la chandelle. Le pari consiste à 
induire l’engagement comportemental et cognitif en exerçant un certain degré de contrôle, 
et à miser sur le fait que le sentiment de compétence va alimenter la dynamique 
motivationnelle intrinsèque. Cela suppose la mise en place de routines, une priorité de la 
pratique sur le récit, un effort pour maitriser l’enchainement des activités et le rythme du 
cours (et donc pour limiter le temps consacré aux détours linguistiques et culturels). 
 

Une remarque en guise de conclusion : les pistes d’intervention de l’enseignant sont pour 
une large part conditionnées par le manuel. Chaque manuel exprime légitimement un parti-
pris pédagogique, des objectifs et des valeurs. Il convient donc de faire les choses dans 
l’ordre : partir d’une analyse objective du contexte, définir si cela est possible ses objectifs 
propres et sélectionner enfin le manuel en fonction des choix que l’on a faits. 
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新学習指導要領を踏まえた授業指導案を 

どう作成するか？ 

− 平成 29 年度文部科学省外国語教育強化地域拠点事業報告 — 

 

櫻木 千尋 
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カリタス女子中学高等学校 

sakuragic@caritas.ed.jp 
 

1． はじめに 

 平成 29 年度、文部科学省外国語教育強化地域拠点事業が、英語以外の外国語に拡大された。

委託を受けた慶應義塾大学外国語教育研究センターは 6月から神奈川県の多言語教育推進のた

めの研究開発を進めてきた。この研究開発の大きな特徴は、神奈川県内のドイツ語、韓国語、

中国語、スペイン語、フランス語の 5 言語の教員が言語の枠を超えたグループ活動、協同作業

を通して、新学習指導要領を踏まえた 2項目に留意し、5 言語共通の方針のもとに単元指導案

を作成し、実践したという点だ。新学習指導要領を踏まえた 2項目とは以下の 2 点である。 
A : 育成すべき資質・能力の 3 つの柱（「知識・技能」、「思考力・判断力・表現力」、「学びに向

かう態度」） 
B : 指導目標の 5 領域（「聞くこと」「読むこと」「話すこと（やり取り）」「話すこと（発表）」

「書くこと」） 
 具体的には、1 つ目は単元目標としてパフォーマンス課題を設定し、これを実現させるため

の逆向き設計の授業を行うことである。2 つ目は、既習事項の参照、Can-doリストの活用によ

り効果的な習得を目指しながら、それらを共通の単元指導案様式に落とし込み、誰でも、いつ

でもできる汎用性のある単元指導案を作成し、実践するということである。 
 本稿では、フランス語の研究指定校としての本校の研究課題の取り組みをご紹介し、今後の

展望について述べたい。教師が教室という現場でこの新学習指導要領を踏まえた授業指導案を

どのように活かすと生徒のどのような能力に寄与できるのか、お考え頂く契機になれば幸いで

ある。 
 
2. 本校のフランス語教育の概要 

 まず本校のフランス語教育の概要について述べる。本校は、川崎市多摩区にある私立の中高

一貫の女子校である。カナダのフランス語圏ケベックのケベックカリタス修道女会によって

1961年に創立された。創立当初から中高では、英語とフランス語の 2つの外国語教育を行って

いる。付属の幼稚園では、外国人講師によるフランス語の時間を設けており、幼い頃から多文

化や世界の視野を広げる機会を設けている。小学校では 1・2年生は週 1回 20分、カリタス独

自の Verbo-Tonale Gladich メソッドを用いてフランス語のリズムとイントネーションを楽しく
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学び、3年生からは週 1回 40分 Hachette 社の Les Loustics Vol.1＆2 を用いて 4 年間で CEFR 
に準拠した Delf Prim A1で要求される聞く、読む、書く、話す力を身に付けるカリキュラムと

なっている。中学では外部小学校から約 100名の生徒が入学する。付属小学校進学者とほぼ同

数である。フランス語が必修で、週 45分×2時間（1時間はネイティブ教員）あり、中学 1年

の授業は既習クラスと初習クラスに分かれて授業が行われる。中学 2 年、3年になると、同じ

授業時間数で、既習クラスと初習クラスではなく、20名以下のハーフクラスで授業が行われる。

高校では、第一外国語（大学受験使用言語）としてフランス語を選択でき、フランス語による

大学受験に対応している。また高校 2 年次に第二外国語として英語、フランス語いずれかを選

択できる。 

  

3．単元指導案の概要 

3．1 使用教材  

 フランス語科では長年独自の教科書を使用してきたが、2020 年の学習指導要領の改定を踏

まえて小中高のフランス語科で検討した結果、中学では、3 年前から CEFR に準拠した Hachette 
社の adosphère 1 に教科書に変えた。また補助教材として独自の文法解説プリント、宿題プリン

トを配布し、中学生がより理解しやすいように配慮している。 
3．2 単元指導案 

 単元指導案を以下に載せる。 
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4．新学習指導要領を踏まえた単元指導案にするために 

 新学習指導要領を踏まえた単元指導案にするためにいくつかの変更を行った。 

4．1 発表（パフォーマンス）課題の変更 

 発表（パフォーマンス）課題を評価に加えることは以前から行っていたことだが、今回の研

究課題に取り組むにあたり、発表（パフォーマンス）課題の導入方法や評価方法などの改善を

進めた。それまでの発表（パフォーマンス）課題は、グループごとにモデルダイアローグを暗

記させ、それぞれの役になって演じさせるというものだった。この方法では発音やイントネー

ション、暗記による表現の定着は期待できるものの、学習した内容を使って自分の言葉で語る

力をつけさせることが出来なかった。そこで、今回、単元終了時にできるようになるコミュニ

ケーション活動を「道に迷っているフランス語圏の人に道案内をする発表において、的確な表

現で道案内をフランス語で書き、よりわかりやすく口頭で伝えることができる。自分の住んで

いる町の紹介にふさわしい内容を学習した知識や技能を使って伝えることができる。」と設定

し、これを実現させるための逆向き設計の授業を行った。 

4．2 ワークシートの導入 

 学習した内容をつなぎ合わせ、自分たちで考え、会話を作り上げていくことができるワーク

シートを用意した。学びの過程をたどることで、学びのプロセスを生徒自身が行えるような仕

組みにし、本当の言語運用能力を身に着けさせるねらいがある。 
 3.2でお示しした単元指導案の「育成すべき資質、能力の 3 つの柱」のうちの 1 つである「学

びに向かう力、人間性など（どのように社会や世界と向き合い、よりよい人生を送っていくか）」

の項目④「海外からの観光客が道に迷っているという視点で道案内を考える経験を通して、自

分の住んでいる町を客観的に見るという新たな視点で、社会に見られる課題をクラスメイトと

共に見つける姿勢（オリンピックを意識）」をご覧いただきたい。「道案内」は、よくあるテー

マだが、学習者が 2020 年には高校生になっていることから、ボランティアとして東京オリン

ピックに参加することを意識した。また、道に迷っている人物を全てフランス語圏のイケメン

に設定した。また、フランス語圏に興味を持つきっかけとして、女子校という特性を生かした

内容にしている。道に迷う男性を選ぶ段階から、活発な協働作業が行われていた。その後、用

意したフォーマットに沿って、学習した語彙や表現を使いながら、グループで会話を作成した。 

     
 

中２フランス語 MODULE 5  ワークシート   提出  / 
  
あなたは友達と遊びに出かけました。すると、道に迷っている人がい

ます。どうやら彼はフランス語を話すようです。フランス語で話しかけて、どこ

に行きたいのかを聞いて、道を教えてあげましょう。 
道に迷っているフランス人男性をだれか一人決めて、p.62 の Dialogue や表現を

ふやそうプリント（１）を参考に、道案内のオリジナル dialogue の台本を作成し

ましょう。 
（この原稿を覚えて発表してもらいます。道に迷っているフランス人男性役１名、道案内をして

あげる日本人女性２～３名） 

 

道に迷っているフランス人男性① 

 
Camille Lacourt（カミーユ・ラクール） 身長・体重：200cm 92kg 1985 年 4 月 22 日 
2010 年にヨーロッパ水泳選手権の 50m、100m 背泳ぎで優勝。11 年世界水泳選手権 100m 背泳

ぎで金メダル、50m 背泳ぎで銀メダルを獲得。ロンドンオリンピックにも出場。 
 
道に迷っているフランス人男性② 

 

Gaspard Ulliel （ギャスパー ウリエル） 俳優 パリ第 8 大学（サン・ドニ）で映画を専攻。

2001 年に『ジェヴォーダンの獣』で映画デビュー。2003 年公開の『かげろう』でエマニュエル・

ベアールの相手役に抜擢され、フランス国内で注目を集める。2004 年公開の『ロング・エンゲー

ジメント』ではセザール賞有望若手男優賞を受賞。 2007 年公開の『ハンニバル・ライジング』で

は、若き日のハンニバル・レクターを演じた。2010 年、シャネルの香水「BLEU DE CHANEL」のイ

メージモデルに採用される。左側頬のエクボのようなへこみは幼い頃ドーベルマンに噛まれた傷

道に迷っているフランス人男性③ 

 
Enzo Weyne（エンゾ・ウェイン） イリュージョニスト、マジシャン 

一般人が自分の特技を披露する TV 番組 Incroyable talent がきっかけでマジシャンデビュー。 

道に迷っているフランス人男性④ 

 
Baptiste Giabiconi（バティスト ジィヤビコーニ） モデル 
カールラガーフェルドに見いだされ一気にトップモデルの道へ。1989 年マルセイユ生まれ、両

親はコルシカ島出身。シャネル、フェンディ、アルマーニなどのモデルとして大活躍。歌手とし

ての仕事もしている。 

道に迷っているフランス人男性⑤ 

 
Harry Roselmack （ハリー ロゼルマック）ニュースキャスター 

TF1 ニュースキャスター、最近では日曜日の週刊ルポタージュ番組を担当している。 

 
 
 

道に迷っているフランス人男性⑥ 

           

Olivier Giroud(オリヴィエ ジルー)  フランス代表のサッカー選手 

プレミアリーグアナーセル FC 所属ポジションはフォワード。フランスのベッカム！？といって

も過言ではないほど、ワールドカップにも出場していた。 

道に迷っているフランス人男性⑦ 

 
Alain Delon（アラン ドロン）俳優  

1960 年代から 1980 年代初めにかけ美男の代名詞的存在だった。日本での人気は絶大で、美男子

の代名詞ともなった。また、女性のみならず、前述の『太陽がいっぱい』『さらば友よ』そして

『冒険者たち』『サムライ』『地下室のメロディー』などで幅広い層のファンを獲得した。彼の

ファッションや映画のセリフ、立ち居振舞い、サングラス、煙草の吸い方などに憧れたり、真似

をする男性たちが続出した。本国など欧米でももちろん人気俳優ではあるが、どちらかといえば

芸術映画、社会派映画に好んで出演するタイプの俳優であり、日本での大衆的、アイドル的な人

気ぶりは世界でも異例であった。 
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4．3 事前学習、補助教材の充実 

 学習した内容をつなぎ合わせ、自分たちで考え、会話を作り上げていくためには、十分な事

前学習や補助教材が必須である。「表現を増やそう」という補足プリントを数枚配布し、その中

から自由に使いたい表現を選べるようにした。 
 
4．4 文化理解・文化比較の授業内容の充実 

 授業時間数の関係で今まで十分に時間の取れていなかった「文化や社会への気づきのポイン

ト」が実は大切にしなければいけない部分で、深い学びには必須であると、今回改めて気づい

た。よって次の点を目標に設定した。①自分の住んでいる町についての新たな発見、フランス

の地方都市についての発見、そして両者の比較による興味や視野の広がりを持たせる。②パリ

を自転車で回るいくつかのコースを見ながら、歴史的建造物や地区を知ることで、フランスや

ヨーロッパ、アフリカへの歴史的な興味を引き出すとともに、現代フランスが抱える移民問題

への意識づけをさせる。③パリのレンタサイクルシステムが日本にも導入されつつある現状を

知ることで、渋滞緩和と大気汚染対策などを考える契機とする。 
 より一人ひとりの主体的で深い学びへとつなげるためは、文化理解・文化比較の内容をグル

ープ学習で行い発表まで行うことではないかと考える。今後の課題である。 
4．5 英語科と共通の評価基準（ルーブリック） 

 発表前に、以下の評価基準を配布した。これは英語科と共通のものである。 

 
4．6 成績 

 評価は、行動の観察（生徒の反応、練習の様子、発表準備の様子）、行動の確認（発表の内容、

発問に対する答えの内容）、行動の分析（発表の内容）、記述の点検、記述の確認（ほぼ毎回の

文法的知識定着のための宿題提出、町に関する語彙の小テスト（和訳仏訳）、動詞の活用小テス

ト）、記述の分析（宿題添削、小テスト採点）を考慮して、総括的評価は行動の分析（発表（パ

フォーマンス））＋記述の分析（小テスト及び定期試験）で行った。 
 
5．ペア学習、グループ学習、プレゼン発表についてのアンケート 

 今回、多く取り入れたペア学習とグループ学習、プレゼン発表について、中学 2 年生 38 名
対象にアンケートを行った。紙面の都合上、グラフはプレゼン発表についてのみとする。 
 「どのスタイルの授業が最も効果的と思うか」について「1人」と答えた生徒は 27%、「ペア」

は 38%、「3〜4人グループ」は 35%であった。「どのスタイルの授業で楽しくフランス語が勉強

できるか」については「1人」が 14%、「ペア」が 24%、「3〜4人グループ」が 59%であった。

audienceに与える影響
多様な単語とフレーズの選

択
正しい文法を用いて話す。

正しい発音やイントネーショ
ンで話す。

姿勢、アイコンタクト、表情、
ジェスチャーの使用

4
道案内を明確に伝えることが
できるようなプレゼンのスタイ
ルである。

状況に応じて、効果的に、多
様な言葉の選び方、フレーズ
の選び方をしている。

非常に正確な文法を使い、間
違って使うことも少なく、メッ
セージが明確に伝わる。

非常に正確な発音やイント
ネーションで話し、メッセージ
が明確に伝わる。

状況に合わせて、効果的に
使っている。

3
道案内をほぼ伝えることがで
きるようなプレゼンのスタイル
である。

状況に応じて、多様な言葉の
選び方、フレーズの選び方をし
ており、その選択の範囲は比
較的広い。

かなりの程度正確な文法を使
い、間違って使っても、メッ
セージは伝わる。

かなりの程度正確な発音やイ
ントネーションで話し、メッセー
ジは伝わる。

状況に合わせて、十分に使っ
ている。

2
道案内をある程度は伝えるこ
とができるようなプレゼンのス
タイルである。

状況に応じて、多様な言葉や
フレーズの選択の範囲はまず
まずである。

ある程度正確な文法を使う
が、間違って使う箇所は、メッ
セージが伝わりづらい。

ある程度正確な発音やイント
ネーションで話すが、メッセー
ジが伝わりづらい。

状況に合わせて、ある程度
使っている。

1
道案内がほんの少ししか伝わ
らないプレゼンのスタイルであ
る。

状況に応じて、多様な言葉や
フレーズの選択の範囲は限定
的である。

少しだけ正確な文法を使って
おり、間違って使う箇所は、
メッセージが伝わりづらい。

少しだけ正確な発音やイント
ネーションで話すことができう
が、メッセージが伝わりづら
い。

状況に合わせて、少し使って
いる。もしくは、状況に合った
使い方をしていない。

Classe N om note

評価基準　(dem ander et indiquer un chem in)
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効果としては「ペア」も「3〜4人のグループ」もほぼ同じ割合となったが、グループの方が楽

しく学習できると感じている生徒が 25%も多いことがわかった。グループ学習についての自由

記述では「ペアよりも色んな人の意見が聞けて、新たな発見や答えを導き出せて、その教科が

少し楽しくなった」や「ペアワークは答えを確認する程度、グループは発音や文の確認がよい」

という意見、「外国語は大人数で学んだ方が身につくと思う」と協働学習の意義を見出してい

る生徒もいた。一方、ペア学習もグループ学習も「余計な話をすることもあり、集中できない

こともある」というのは共通意見であり、協働学習のさせ方を工夫する必要がある。 
 次に「プレゼン発表は好きか」については「強くそう思う」と答えた生徒は 5%、「ややそう

思う」は 13%、「あまりそう思わない」は 30%、「全くそう思わない」は 49%であった。（未回

答 3%）「プレゼン発表を通してフランス語力に自信がつくようになった」については「強くそ

う思う」が 5%、「ややそう思う」が 36%、「あまりそう思わない」が 25%、「全くそう思わない」

が 31%という結果となった。一方、「プレゼン発表は効果的な仏会話練習法である」について

は「強くそう思う」が 8%、「ややそう思う」が 40%、「あまりそう思わない」が 22%、「全くそ

う思わない」が 22%という結果となった。（未回答 8%）自由記述でも「プレッシャーが本当に

大きいので好きではないが、会話表現を覚える分には効果的である」とプレゼン発表は好きで

はないがその効果は認めている生徒が多いことがわかった。「なるべく小さなプレゼンをたく

さんしてほしい」という生徒の意見を取り入れて、今後の授業に活かしていきたい。 

                 

６．総括 

 事業全体の今後の課題としては、より汎用性のある単元指導案への改善の余地があると考え

ている。特に Can-Do リストの設定や年間計画にどう繋げていくかなどは大きな課題である。

ようやく軌道に乗った韓国語・中国語・スペイン語・ドイツ語・フランス語の教員での協同作

業をこの先に繋げ、海外の先進事例の参照や大阪大学・名古屋外国語大学チームとの連携など

を考えている。個人的課題としては、プレゼン発表が引き起こす緊張やプレッシャーをより軽

減するため、小さなプレゼン発表を多くし、目的に応じてペアワーク、グループワークをより

多く取り入れたいと考えている。そしてグループ学習を通して言葉の背景に広がる文化、社会

への気づきも促してきたい。今後も、複数の外国語を学ぶことで世界の広がりと文化の豊かさ

に気づき、広い心と多角的な視野を持つ人材を育てて行きたいと考えている。
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Hors thème 
 
 

文法を活性化させるためには 

～フランス語文法ためしてガッテン！～ 

 
 

平嶋 里珂 山川 清太郎 

HIRASHIMA Rika YAMAKAWA Seïtaro 
関西大学 京都学園大学 

rika3@kansai-u.ac.jp bpr5000@saturn.dti.ne.jp 
 
 
 
 
１．はじめに 
近年のコミュニケーション中心のフランス語教育の流れの中では文法学習の比重が相対的

に軽くなっている。最小限の文法知識で実践的活動を行うことが重視される傾向が強くなり、

「通じればよい」と文法学習そのものを否定するような意見が出ることもある。このような極

端な例でなくとも、しばしば学習者は文法学習について「単調でつまらない」「複雑でわから

ない」「習っても実践に繋がらない」など否定的なイメージを持つことがある。しかし、フラ

ンス語の言語システムと大きく隔たる言語を母語に持つ日本人学習者がフランス語の運用能

力を養成する上で、文法学習が重要な役割を果たしていることに変わりはない。事実、コミュ

ニケーション中心のフランス語学習を続けてきた学習者は、中級に差し掛かるころに、集中的

に文法能力を鍛えて応用力をつけ、運用能力の幅を広げる必要が生じることが多いようである。 
以上の点に鑑み、筆者達は外国語学習の核を成す文法学習を活性化し、マイナスイメージを

払拭して、「役に立つ」「分かる」「楽しい」「学べてよかった」文法学習にするためのアイ

デア交換を目的とした共同アトリエを実施した。 
 
２．アトリエの流れ 
 アトリエは本稿副題となっている「フランス語文法ためしてガッテン！」の表題で実施され

た。参加者は約 30名であり、教員歴 20 年を超えるベテラン教員から現在大学でフランス語を

履修している学生まで幅広い年齢層に参加いただいた。またスペイン語などフランス語以外の

言語を担当している教員の参加も見られた。 
予稿集には参加する際、予め教員は実際に授業で効果を認められたアイデア、学生は受講し

た授業で効果的と思われたアイデアを持ち寄り、事前に簡便なアイデアレシピをまとめておく

ようお願いした。アイデアレシピシートでは、アイデアを「文法説明」「練習問題」「授業運営」

（複数選択可）の 3区分に分け、「学習者のタイプ・レベル」、「アイデアの概要」、「準備するも

の」、「実施方法」（説明、練習の手順等を記載）、「期待される効果」、「注意する点」を記載して

もらった。 
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アトリエ冒頭に平嶋が趣旨説明を行い、平嶋は「アイデアレシピ」として文法説明・練習問

題・授業運営の事例を 2 例、山川は文法説明・練習問題の例を 1 例紹介することで、参加者へ

文法活性化へのアイデアを促した。各参加者は自らの授業を振り返った後、5 人程度のグルー

プに分かれ各々のアイデアについて意見交換を行い、最後に各グループが 2分のプレゼンテー

ションを実施した。 
 アトリエ実施後、参加者から回収したアイデアレシピシートを Word ファイルに入力、加筆

修正して纏めたものを「フランス語文法ためしてガッテン！アイデアレシピ集」として参加者

に配布した。 
 
３．アイデアレシピの種類 
参加者からは計 24件のアイデアレシピが寄せられた。 
【文法説明】 
文法説明に関するアイデアは全体の半数に当たる計 12 件寄せられ、内容に関しては主に下

記の 2 つに集約される。 
１． アクティブラーニングを通した学習者同士の学び合い 
 近年、高等教育でもアクティブラーニング型の授業が増加している。外国語科目でもグルー

プワークを用いた能動的・主体的授業を重んじる傾向にあるが、今回のアイデアレシピには文

法説明に学び合い・教え合いを導入することで、学生の学習態度を受動的から能動的に転換さ

せる事例が複数見られた。実施方法の 1 例としては、1) 教科書の説明を各々で黙読、2) グル

ープで内容をシェア、3) 文法事項にみられる規則性を発見して、例文などで確認、4) グルー

プでの発表、という手順であった。またワークシートを導入することでグループ学習を活発に

させるアイデアもあった。学習者の中には文法をやみくもに覚えようとする者もいるが、文法

が自然言語の中に見出された法則（ルール）であることをグループで意識させることで、学習

者は論理的かつ効率よく理解することができるのではなかろうか。またこのようなアクティブ

ラーニング型文法説明を導入することによって、学生に主体的な学びを促すだけでなく、他者

（クラスメイト）を通じて学習者自身の理解度を図ることができよう。 
２． 日本語、英語との比較を利用した説明 
 日本語や英語との共通点・相違点を説明に用いるアイデアレシピが何件か寄せられた。履修

者の大多数が母語とする日本語、そして中学校・高等学校で 6 年間履修した英語との対比を利

用することで学習者への理解を一層促すことができる。事例としては疑問詞（疑問副詞）の説

明の際に英語の 5W1H との比較をするというアイデアで、履修者は「いつ= When = Quand、ど

こで = Where = Où、だれが = Who = Qui、なにを = What = Que、なぜ = Why = Pourquoi、どの

ように = How = Comment」といった日本語・英語の図式にフランス語を付け加えることで疑問

副詞の関係性をより頭に入れやすくなる。また日本語の「好きです。」とフランス語の « Je 
t’aime. » の表現の相違点から気付いたことを学生に発表してもらうアイデアも見られた。この

ような言語対照から学習者は「フランス語には主語や目的語が必要」、「英語の “I love you.”と
は異なり、目的語は動詞の前に置く」、「目的語と動詞が短縮（いわゆるエリズィオン）される

（場合がある）。」などの気付きからフランス語文法の特質を見出すことができるであろう。こ

のアイデアは初回授業のガイダンスで教員が説明するといった方法もあるのではなかろうか。

また平嶋がアイデアレシピの事例として紹介した「英語と比較してフランス語の動詞時制形の

意味と形態の関係に気づかせる」内容もこの視点を重視したものといえる。 
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【練習問題】 
 練習問題に関するアイデアは全体の半数近くに上り、3 つのタイプに大別される。 
１．学習した文法事項の定着を目的とする練習 
初級のフランス語学習の難関の一つである動詞活用の習得に関しては、多くのアイデアレシ

ピが寄せられた。いずれも動詞の活用を一通り学んだ後に活用を覚え、実際に使うための足場

を作るための練習のアイデアであり、大きく分けて２つの特徴が見られた。 
a. グループ／ペアワーク 
 ほとんどのレシピでは学習者がグループで動詞活用を言い合う練習方法を取っており、活用

形を 2個ずつ言い合う、主語人称代名詞を、もう一方が対応する活用形を言うなどのやり方で

練習を行っている。口頭練習と筆記練習を組み合わせ、一人が活用形を言いグループの他の学

習者は活用を書きとり、全員が練習に参加できるようにしたものもあった。 
b. ゲーム性 
 活用を覚える練習は単調になりがちなので、ゲーム的要素を取り入れて楽しさや適度な緊張

感を持たせようとするアイデアが多く見られた。作業にランダム性を持たせる方法としてはサ

イコロやお手玉などの小道具を使うという方法が複数あった。サイコロはそれぞれの目を人称

代名詞主語、動詞句、動詞時制形などに当てはめておき、出た目に応じて動詞の活用を言う。

お手玉は投げて受け取った人が活用形を言う。練習にゲーム性を持たせるその他のルールとし

ては時間制限を設ける方法がある。例えば、板書した活用形をリピートして覚えさせ、慣れて

きたら「あと 3回で覚えるように」とアナウンスし、学習者に適度なストレスをかけ 4回目か

らアトランダムに指名して活用を言わせる。この他に、練習に負けたら男性に対しても相手を

「～さん」づけで呼ぶなどの楽しい罰ゲームを導入するというアイデアもあった。 
２．文法事項の活用がコミュニケーションに直結していることを実感させる練習 
 文法学習の後に、自由または課題作文練習あるいは通訳ゲームのような口頭練習を取り入れ

ているアイデアも複数寄せられた。作文練習は習った項目を使って自由に単文を作って発表さ

せるものや、長めの和文の仏訳課題を学習者全員の課題として与え、各々が作ったフランス語

の作文を発表するというものであった。いずれも文法事項を知っていれば「話す」「書く」など

のコミュニケーション活動が広がることを学習者に感じさせることが練習のねらいとなって

いる。通訳ゲームは日本人ビジネスマン、フランス人ビジネスマン、通訳のやりとりを想定し

て、間接話法、時制の一致などを使わせるもので、作文のアイデアレシピ同様、学習した文法

事項の練習に現実味を与えることが目的であった。 
３．アクティビティの一環としての文法活動 
 総合学習型の授業では、アクティビティを包括する一連の作業の中に文法学習を取り込んだ

アイデアが紹介された。シャンソンや詩を活用した授業では、聞き取れた単語を書き出し、テ

クストの意味を考える上で文法説明を行い、関連する練習問題を行うという流れで授業を行っ

ている。授業で使ったシャンソンや詩は暗唱するので、学習した文法項目が反復練習され、自

然に文法項目を覚えることができるという効果がある。直説法複合過去形と半過去形の使い分

けを習得するためのアイデアレシピでは、授業の最初に両方の時制形が使用されたテクストを

使って文法要素の概念化を行う。テクストの文章を複合過去形の文と半過去形の文に分け、そ

れぞれの役割（複合過去形＝出来事、半過去形＝状況）に気づかせる。QR によるテクストの

内容理解を行った後、複合過去形と半過去形の使い分けに注意して、学習者自身が週末にした

こと等のテクストを作成する。 
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【授業運営】 
 授業運営に関するアイデアについては、学習者の協同作業を重視して自主的な学びを促進し

ようとするものが多くみられた。 
例えば、教師は最初から文法解説をするのではなく、学習項目が含まれた例文を多数準備し

ておき、それを基に学習者に文法規則を発見させるというタスクを与える。学習者は例文を分

析し各自で仮説を立てた後、グループでディスカッションを行って文法規則を体系化する。自

ら発見するプロセスをたどることで、「難しい」という印象を持たれがちな文法が「わかる」と

いうポジティブなイメージに変わるのだという。モチベーションが低いクラスについては、学

習者の負担を軽減しつつ自覚をもって授業に参加してもらうため、各学習者が自分の取り組む

タスクを明確に意識させるアイデアが紹介された。学習者をグループに分け、各グループに練

習問題を割り振ってグループで問題を解かせる。解いた練習問題の板書、日本語訳を言う、質

問に答えるなどグループ内の役割も決める。なかなか宿題をしてこない学習者でも、担当箇所

が 1問だけならば責任を持って問題を解き、またグループで楽しく作業に当たれるという効果

があるようである。いずれの場合も、授業活動の中心になっているのは学習者であり、教師は

授業で使う資料の作成、質問に答える、進行役など、学習活動の足場づくりまたはファシリテ

ーター役を担っている。 
自主的学びをテストやコンテストなどの評価と結びつけるアイデアも紹介された。学習者に

は「学習した文法事項を後輩に説明してあげるならどうするか？」というタスクを与え、テス

トあるいはコンテストで文法解説の草案を発表する。草案は投票で順位を決めるか、グループ

ワークでさらに内容をブラッシュアップさせる。こうすることで、楽しみながら文法を深く理

解することができたり、理解できなかった点に気づいたりするという。 
様々なレベルの学習者が混在するクラスでは、学習者をレベル別のグループに分け、それぞ

れのグループが練習問題の担当範囲を決定し答え合わせまで行うという自律的な授業運営の

例も紹介された。教師はクラス全体で学習する共通範囲・単元等の設定、および自主学習のル

ール（おしゃべり・携帯は禁止、休憩はグループ毎に自由に取る等）を周知させるが、授業時

間内の活動は学習者に一切委ねられる。学習者はグループ内でプリントを作る・ミニテストを

する等、理解を深めるための工夫を凝らすだけでなく、成績の下位グループが上位グループに

自発的に質問するなど、レベルの違う学習者グループ間で教え合い学び合う姿勢が見られたと

いう。 
 
４． 総括 
 今回のアトリエで特筆すべきことは、既に多くの教員が文法説明においても能動的・主体的

なアクティブラーニング型の授業運営を実施していることである。この授業体系では、タスク

を遂行するために、学習者が意見を出し合い答えを作り上げていく学び合いの場を作ることが

可能になる。このような協同作業を通じて、フランス語の文法学習だけでなく学びそのものに

対する学習者の自覚を促すことも期待できるはずである。一方、教員はファシリテーターとし

て学生のグループ活動をアシストする立場になる。この役割に徹するためには、従来の一斉授

業で必要とされた「文法説明を論理的に言語化する能力」に加えて、学習者の理解の段階にお

いて適宜ヒントを与え学習者（あるいは学習者グループ）の学びを促す認知的な側面、さらに

は学習者間の協同を促すルール作りにも注意を向ける必要があるだろう。 
 練習問題のアイデアについては、文法練習特に反復練習を楽しみながら自然に行うための副
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教材の活用例（小道具、シャンソンや詩）が多数見られた。このような学習方法は、ゲーム性

やシチュエーションの現実味、あるいは素材となるテクストが持つ味わいや音楽性によって、

機械的な練習に終わりがちな文法練習の欠点を補うという利点がある。また、文法活動からよ

り現実性のあるアクティビティに至る流れを作ることによって、文法学習と言語運用のつなが

りを学習者に実感させようとするアイデアも複数紹介された。この二点の傾向は文法学習を活

性化させるために重視すべきであると言えよう。 
筆者達は当初、文法をテーマにしたアトリエという理由から参加者が集まらないのではと危

惧していたが、予想に反して 30 名以上が集まり大盛況のうちに終えることができた。このこ

とから、近年のコミュニケーションを重視したカリキュラムにおいても、授業活動に実際に携

わる教員は文法学習の必要性・重要性を認め、現在主流となりつつある学習方法を援用しなが

ら、文法学習の活性化のために創意工夫を重ねていることが感じられた。 
 最後に改めてこの場を借りて、本アトリエに参加してくださったすべての方に感謝を申し上

げたい。 
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Table Ronde 
 

フランス語教育とジェネリックスキル 

 
 

高橋 梓 
TAKAHASHI Azusa 

近畿大学 
azusa.takahashi@jus.kindai.ac.jp 

 
 
 
 昨今、日本のフランス語教育に楽観的な眼差しを向ける教員は皆無に近いのではないだろう

か。大学での専門課程の人数が減少するばかりか、初修外国語においてすら履修者の減少が目

立っている。大学によっては第二外国語のフランス語クラスが削減されるなどの現象はもはや

珍しいものではない。他方で日本のフランス語教育従事者のスキルは間違いなく向上している。

日本フランス語教育学会と日本フランス語フランス文学会が共同で企画するフランス語教育

スタージュを中心に FLE のメソッドが浸透し、ハイレベルな授業が日本中で実施されている。

また教員に関してもフランス語圏在住歴が複数年にわたる者が大半であり、フランス語圏での

学位取得者が珍しくない状況である。メソッドや教員の能力は明らかに高まっているにもかか

わらず、フランス語履修者は減少の一途を辿っているところに、現在の日本のフランス語教育

の本質的な問題が潜んでいると考えられる。 
すなわちフランス語の授業の中身ではなく、フランス語を選択するに至る動機の時点で、学

習者のフランス語離れが進んでいるのである。そしてここには「日本社会におけるフランス語

の位置づけ」が密接に関連している。学生が現在の日本で社会生活を送る上で、フランス語と

の関わりを見出しにくいという点こそが、フランス語学習者の減少の大きな理由なのではない

か。あえて極端な物言いをすると、「フランス語を勉強しても何の役にも立たない」という発想

が蔓延しているのである。 
このような状況において、我々フランス語教員は何を目的として教育を行えば良いのだろう

か。少なくともこの状況を一切考慮せずにハイレベルな授業ばかりを提供しても、学生にフラ

ンス語学習の意味を納得させるのは難しい。しかし、だからといって極端にレベルを下げ、単

位取得目的の学生を集めることでフランス語履修者を増加される手法を選択することは、学問

の本質を無視している。我々が模索するべきは、フランス語が必ずしも必要とされない日本に

おいて、フランス語教育に社会的な意味を持たせることである。 
 報告者は以上のような問題意識に基づき、RPK2018 年年次大会において「フランス語教育と

ジェネリックスキル」という Table Ronde を企画することとなり、パネリストとして竹内幸哉

（河合塾）、杉山香織（西南学院大学）、中條健志（東海大学）の三氏が参集した。大会初日の

午前であるにもかかわらず、フロアには大勢の参加者が集い、発表後の質疑応答では活発な議

論が展開されることとなった。 
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現代社会とジェネリックスキル 

 
 

竹内 幸哉 
TAKEUCHI Yukiya 

河合塾 
yukiya@sympologia.org 

 
 18世紀後半の第一次産業革命から、20世紀後半の第三次産業革命までは、その動力やシステ

ムに違いこそあれ、機械的な生産設備をもった工場でモノを作ることに主眼が置かれてきた。

いかに効率よく大量生産するか、いかに人や機械を効率よく使ってモノを作り売って利潤を生

み出すかが再優先課題であった。そうした産業構造をもった近代社会のことを「工業化社会」

と呼ぶ。この時代に人間に求められた力は、マニュアル通りの決められた作業を早く正確に行

う力、反復する力である。 しかし、現在進行中の第四次産業革命は、実世界と仮想空間の相互

連関に基礎をおく新たな段階に入っている。たとえば、製造プロセス、自動車、生活インフラ

がインターネットにつながること(IoT)で、膨大なデジタルデータが人工知能によって収集・解

析される。その解析結果が知識となって諸領域にフィードバックされることで、社会的価値が

生まれる。瞬く間に知識や技術が更新され、価値観やパラダイムの転換を伴うことさえある。

こうした現代社会を「知識基盤社会」と呼ぶ。知識基盤社会において人々に求められる力は、

複雑に変動する状況のなかで、試行錯誤しながら新しい知（課題発見や解決策の構想）を生み

出し、周囲を巻き込みつつ行動する力であると言われている。  
 「知識基盤社会」の「知識」に着目して、知識のインプットが重要である、と考えるのは誤

解である。むしろ知識のインプットよりもアウトプット、さらに言えば知識よりも能力＝スキ

ルやコンピテンシーが重要になる。 かつては、欧米というモデルケースがあり、それは知識に

落とし込むことができるがゆえに、知識のインプットが重視されてきた。もちろん、今でも人

類が営々と蓄積してきた叡智の意義が薄れてしまったわけではない。いわゆる学問や科学のイ

ンプットが重要であることは論をまたない。 しかしながら、いまやモデルなき時代である。イ

ンプットした知識が試験で吐き出された直後に忘れ去られるとしたら、そこに意味を見いだす

のは難しい。必要とされるのは活きて働く知であり、その知を基盤にして未知の課題を発見し、

解決策を考えることである。「知識基盤社会」にはそうした含意がある。  
 それゆえ教育現場においても、単に知識の習得だけにとどまらず、習得した知識を活用して

思考し、判断し、表現（アウトプット）する力もまた重要だと考えられるようになってきた。

ただし、重要なのは個人の頭の中のプロセスだけではない。変化し続ける状況と折り合いをつ

けて、他者を巻き込みつつ行動し、試行錯誤を積み重ね、最終的に何事かを成し遂げることが

重要になってくる。だとすれば、対人、対自己、対課題のさまざまな能力＝スキルやコンピテ

ンシーが求められるはずである。近年能力ベースの教育がクローズアップされる背景にはそう

した社会の動向があったのだ。  
 では、いかなる能力を重視すべきなのか。新しい時代に必要なスキル＝汎用的能力について
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定義・整理しようとする試みは世界中で行われてきたが、代表的なものとして、OECDのDeSeCo
プロジェクトが提起した「キー・コンピテンシー」、国際団体である21世紀型スキルの学びと

評価プロジェクトが定義した「21世紀型スキル」、国内では経済産業省の「社会人基礎力」、

内閣府の「人間力」、文部科学省の「学士力」などが有名である。  
 そうした枠組みの一つとして、国内では大学教育・高校教育の現場を中心に次第に「ジェネ

リックスキル」という用語が定着してきた。河合塾も提唱者として、上記の先行研究やさまざ

まなデータ・指標をもとに「ジェネリックスキル」の概念整理に関わり、その育成や測定の普

及に努めてきた（ここではそうした経緯や「ジェネリックスキル」の内実については割愛する）。  
 そうした文脈を踏まえて考えてみれば、日本においてフランス語教育の現代的意義を考える

際に、汎用的能力＝ジェネリックスキルの獲得を目的や目標の一つに加えること、そしてカリ

キュラムや授業設計にジェネリックスキルを紐づけることは、決して小さくない意味をもつと

思われる。  
 ところで、ジェネリックスキル養成において、いわゆる「アクティブラーニング型授業」が

不可欠であり、またアクティブラーニング型授業の設計をする際には、視座としてのジェネリ

ックスキルが重要になってくる。アクティブラーニング型授業においては、学生同士が共有し

たり、討論したり、協働したりする「グループワーク」が推奨されている。ときにアクティブ

ラーニングとはグループワークだとする短絡がまかり通るほどに、グループワークはアクティ

ブラーニング型授業に普及した技法である。  
 ところが、実際にグループワークをすると、学生からは意外な反応が寄せられることがある。

「学問を学ぶために人と話す必要はない」「先生に講義してもらった方が効率がいい」「積極

的な人に任せておけばいいので楽でいい」「おしゃべりしている時間が長くて楽しい」などな

ど。こうした残念な反応は、教員がジェネリックスキル的な視座を十分に授業設計に組み込ん

でいない場合、あるいは学生がジェネリックスキル的な意図を十分に理解できていない場合に

起きるものである。  
 これはマインドセット（根本的な身構え方）に関わる問題である。何のために他の学生と話

し合うのか、自分より能力の高い／低い学生と協働することにどんな意義があるのか、そもそ

も通学に時間や費用をかけて授業という場に臨むのは、インターネットや本で調べれば分かる

ような知識を学ぶためだったのか……といったことを教員が問いかけたり、学生自身が自ら考

えたりする場が必要なのかもしれない。  
 これを教員側の授業設計の問題として捉え直せば、知識基盤社会を生きる学生の10年後、20
年後を見据えて、いまどんな力をつけることが彼ら学生にとって重要なのか、人工知能があら

ゆる職場に普及する近未来、流動化する雇用環境を生き抜いていくにはどんな力が必要なのか、

人生をより人間らしく豊かにしていくために、アクティブラーナー（主体的に学び続ける人）

を養成するにはどんな観点からカリキュラムや授業をデザインすべきなのか……そうした問

いかけの先にある答えのひとつとして、ジェネリックスキルの獲得という目標が見えてくるの

である。 
 すなわち、アクティブラーニング型授業が真に意味をもつのはジェネリックスキルという視

座から授業設計された場合であり、逆に、ジェネリックスキル養成のためにはアクティブラー

ニング型授業が必要不可欠だということになるであろう。 
 若者たちが激動する新時代をたくましく生き抜き、彩り豊かな人生を切り拓いていく一助と

して、ジェネリックスキルが役に立つことを願うばかりである。 
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フランス語を素材とした論理的思考力の養成 

 
 

杉山 香織 
SUGIYAMA Kaori 

西南学院大学 
sugiyama@seinan-gakuin.jp 

 
 
 
 英語以外の外国語履修単位を削減する大学が増えてきている中、フランス語履修者を増やす

にはどうしたらよいのだろうか。また、フランス語を履修した学生に、継続的な学習を促すに

はどうしたらよいのだろうか。このような問いの答えにたどり着くためのヒントは、フランス

語が教養科目の一つとして位置づけられていた時代にあえて回帰することにあるのかもしれ

ない。それは、文法訳読中心の教育メソッドに立ち返ることではない。実際にフランス語教育

の現場は日々進化している。フランス語の授業は知識授与型の講義形式ではなく、スキルを高

めるメソッドに基づいた活動が多く行われている。たしかにこのような傾向は、『フランス語

を話せるようになりたい』という、多くの履修者のニーズには合致している。その一方で、履

修者だけでなく教員も実践的なスキルの向上を重視しすぎたことで生まれた弊害もある。第一

に、残念ながら現在の日本において、実用性の高いフランス語スキルを習得した後の実践の場

と必要性が少ないため、大半の学生にとって履修の『メリット』が見えにくいこと、また継続

するモチベーションが失われてしまうことである。第二に、『フランス語を話せるようになり

たい』という学習者のニーズに寄り添いすぎてしまい、紋切型の表現のイントプットとアウト

プットが重視され、自分の意見をフランス語で考え表現することのできない学習者を量産する

ことである。また、この目標はとても曖昧なものであるということを忘れてはいけない。『誰

と』『どのようなテーマについて』話せるようになりたいのかを具体的にイメージできる学習

者はとても少ない。『フランス語を話す人』をひとくくりにすることは不可能であるし、旅行で

使用するフランス語と、公の場において議論するのに必要なフランス語は全く異なる。大学と

いう学びの場に鑑みれば、学習者は後者のフランス語を身に着けるべきである。 
 そこで、フランス語を学ぶことで『教養』の基礎を築き、『教養』を深めるという方向へと回

帰してみてはどうだろうか。大学で深めるべき『教養』とは、自らが問いを立て、多角的・批

判的に問いを検証し、答えを導く力である。具体的には、情報を正しく理解し、必要な情報を

切り取り、自分の言葉に変えて、適切な論旨展開をもって説得力を持つアウトプットを行うと

いう能力である。ここでは、決してスキルの獲得を軽視していない。むしろ、フランス語の学

びを通してこのような能力を養成するのである。 
筆者は、フランス語の専門課程で基本文法を一通り学習し終えた大学 2 年生を対象に、リー

ディングとライティングの活動を通して、教養の基礎を築くこと、ここでは論理的思考力を身

に着けることを目的とした授業を行った。リーディングは、日本でフランス語を学習する者に
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とって重要なインプットの機会である。DELF A2レベルといった初級者向けのテキストにも論

理的な文章はたくさんあり、このような比較的簡単なテキストを用いて批判的に読む練習をす

ることができる。読解タスクを行うと、初級学習者は一語一語に注目してしまい、全体を把握

することが難しい。そのため、まずは細部を気にせずにキーワードやキーセンテンスを探すと

いう練習を行う必要がある。次の段階として、段落やまとまりごとにメインアイディアをつか

む練習をする。この 2 つの段階で必要情報を取捨選択するという能力を身に着ける。次の段階

で、批判的に読む能力を養う。内容を批判的に検証することもできるが、授業ではメインアイ

ディアを並べ替えて他にも説得力を持つ論旨展開が可能かどうかを考えるという活動を行っ

た。また、提案された論旨展開について、論理的に破綻していないのかという議論も行った。

議論を行うことで、論理的でない文章とはどのようなものなのか、なぜ論理的ではないのかと

いうことについても理解を深めることができた。 
ライティングは、リーディングの活動で身に着けた論理的な文章をアウトプットする場とす

る。その練習として、意見文を書かせた。このような意見文を書くための訓練は、日本語でも

行われていない場合が多いため、論述構成の明示的かつ具体的な説明が必要である。また、テ

ーマに対して適切な問いを立てる必要があるが、自ら問いを立てるということに慣れていない

学生も多い。そのため、テーマに対して多角的に検討し、問いを立てる練習も多く行った。適

切な問いを立て、構成が堅固であれば論理が揺らぐことはなく、問いに対して説得力を持った

証明を行うことができるため、各々が作成した構成について学生同士が意見を交わし、よりよ

い論述構成に向けて構成を何度も練り直した。最後に完成した構成をもとに、学生のレベルに

応じた簡単なフランス語で文章として仕上げた。このように、フランス語で明晰な文章を書く

という活動を通して論理的思考力の基礎を固めることができる。  
大学におけるフランス語教育には、スキルの獲得を最終目的とした授業ではなく、スキルは

あくまでも道具として使用しながら『教養』を深める授業が必要であるということを再び強調

したい。身に着けた教養は、履修後や大学卒業後も社会の中で実践応用可能であり、生涯にわ

たって磨き続けることができる。このようなフランス語の授業を行っていくことで、第二外国

語不要論に一矢報いることができるのではないだろうか。 
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アクティヴな学びを促す授業実践 

―教科書を活用する― 

 
 

中條 健志 
CHUJO Takeshi 

東海大学 
takeshijo@tsc.u-tokai.ac.jp 

 
 
 

 本節では、アクティヴな学びを促すための授業実践を報告する。ここでの「アクティヴ」と

は、学習者が主体的、能動的であることを指す。したがって必ずしも彼（女）らが活動的ある

いは活発であることを意味しない。また、非講義型の授業が想定されている訳でもない。 
 では、主体的、能動的な学びとは何か。それは、他者との対話によってひきおこされ、協働

する環境のなかでおこなわれるものである。つまり、そうした学びをうみだし、深めるために

は、教室―それは社会の一部である―のなかで協働性を担保するための仕掛けが必要となる。

以下では、筆者の授業実践のなかから、教科書の活用法を紹介する。 
 まず、教科書を扱う前に、授業冒頭でのグループづくりが重要な活動となる。そこでは、3～
4 人からなるグループをつくり、話し合いをつうじてグループのリーダーを決めさせる。リー

ダーの主な役割は、学習活動の司会、進行、とりまとめである。この活動には 5～10分程度の

時間をかけ、毎回ランダムで編成されるグループの（新たな）メンバーと話し合うことで、学

習者がお互いを知（ろうとす）る機会をもうける。 
 そして、教科書の問題や課題にはグループ単位で取り組ませる。具体的には、複数ある問題

や課題を分担させるなどして、お互いのかかわり合いを経なければ解決できないタスクを与え

る。たとえば、文法解説のページでは、ジグソー法を用いてグループのメンバーが自分の担当

箇所を読み、その後の話し合いを通じて理解した点や不明な点を共有する。次に、前後に書か

れている例文などを参考に、当該の文法項目の規則を発見し、それがどのように運用されてい

るのかを話し合う。最後に、グループごとに模擬授業をおこない、クラス全体で学んだことを

共有する。 
 練習問題（動詞活用、発音、仏作文、仏文和訳、和文仏訳など）のページでは、個々にすべ

ての問題を解くのではなく、分担して解答し―8問あれば、4人グループの場合、ひとりが 2問
を担当する―、その後、お互いの解答を確認、添削し合う。最後に、各グループでまとめた解

答をクラス全体で共有し、グループ間で解答の（間）違いがないかをみながら、そこで必要と

されている「正解」を発見する。 
 こうした実践から学習者は何を得られるのか。一言でいえば、他者（とのかかわり）をつう

じて自分（が何を学んでいるのか）を知る力である。もちろん、そこには困難が伴うことも多
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い。たとえば、人間関係であったり、教室の雰囲気であったり、到達度や理解度、モチベーシ

ョンの違いなどが、学習者間のかかわり合いを難しくすることもある。しかしながら、そうし

た自分とは「異質」な他者と向き合うことは、私たちが日々感じていること、生きていること

と何ら変わりはない。より協働しやすい環境をつくることで、教室は社会でのふるまいを、他

者とどのように向き合うかを学ぶ場となる。 
 
 
 
 

むすびにかえて 

 
 
 竹内が提示するように、知識基盤型社会を生きようとする我々は、己の専門知識を様々な場

面で活用する力を身につけることを求められている。フランス語を専門とする我々が社会で果

たす役割とは何か。そしてその問いは、フランス語を身につけて社会に羽ばたく学生が直面す

る問いと同質であると言ってよいだろう。 
 何のために我々はフランス語を学ぶのか。それは、フランス語によって世界を眺め、社会を

生きる力を身につけるためである。杉山が取り組むフランス語の特性に基づいた論理的思考の

養成や、中條が展開するフランス語教育を通じた他者との協働の場の構築は、21 世紀を生きる

若者の大きな力となるに違いない。 
 日本社会がいかにフランス語不要論を振りかざそうとも、第二外国語不要論が吹き荒れよう

とも、我々にはフランス語とともに社会を切り開く力があるはずだ。諦めてはならない。 
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Table Ronde 

Articuler compréhension et production en classe de 

langue étrangère 
 

CHEVALIER Laurence, Université Seinan Gakuin, chevalie@seinan-gu.ac.jp  
DURRENBERGER Vincent, Université Sophia, durrenbergerv@me.com 

MATSUMOTO Ryoma, Université de Hiroshima, ryoma@hiroshima-u.ac.jp 
RENOUD Loïc (modérateur), Université d’Okayama, renoud@okayama-u.ac.jp  
 
 

La question centrale posée lors de cette table ronde est au fond de savoir comment 
présenter les contenus pour optimiser le réemploi. Cependant, le titre reprend également 
deux notions popularisées par le CECRL, qui distingue les compétences de compréhension 
et de production, en vue essentiellement de l’évaluation notée. La notion de compétence est, 
sinon, assez éthérée : est-elle logée dans la tête et indépendante du contexte, ou encore la 
même au début du cours qu’à la fin, ou même au début de l’énoncé qu’à la fin ? On sait 
aujourd’hui que l’interlocuteur silencieux utilise ses organes de la parole, et en fait tout son 
corps, pour refléter l’activité linguistique du locuteur et faire sens des sons. En ce qui 
concerne la production comme activité du locuteur, celui-ci aussi s’écoute pour continuer 
d’improviser sans trop maltraiter la syntaxe et le lexique de la langue qu’il parle, première 
et surtout seconde.  

Néanmoins, la distinction compréhension / production reste pertinente pour parler de la 
pratique professionnelle : d’une part il est impossible de ne pas commencer par présenter des 
contenus linguistiques ou des connaissances sur la langue et la culture, et d’autre part les 
institutions imposent le plus souvent l’évaluation d’une production, parfois même sous la 
forme du QCM. Dans tous les cas, il y a un ordre fondamental de succession particulièrement 
visible dans le matériel pédagogique en général : dialogue introducteur pour observation puis 
pratique, modèle puis réemploi, règle puis exercice, etc. Dans la classe, ces phases finissent 
par se confondre. Il y a certes un ordre compréhension-production, mais aussi un va-et-vient 
incessant dans les interactions et sans doute une indifférenciation au moment de la parole.  

Les textes ci-dessous envisagent tous la question du lien entre présentation et réemploi, 
sous des angles variés. Vincent Durrenberger décrit l’utilisation spécifique en classe de 
contenus multimédia du site podcastfrancaisfacile dont il est l’auteur. Le second texte, de 
Ryoma Matsumoto, rend compte du recours à l’anglais pour présenter les contenus 
grammaticaux du français, mais évoque aussi des conséquences sur les représentations des 
langues étrangères (elles servent à apprendre). Enfin, Laurence Chevalier rapporte une 
expérience d’approche par tâches en première année d'université, dont l’enjeu est 
d’impliquer les apprenants dans une communication réelle en français.  
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Réemploi des ressources pour la classe : le cas du site 
www.podcastfrancaisfacile.com  

DURRENBERGER Vincent 

Présentation de la plateforme de ressources FLE www.podcastfrancaisfacile.com  

Je travaille depuis 2007 sur une plateforme de ressources FLE accessibles gratuitement 
(http://www.podcastfrancaisfacile.com). Cette plateforme d’apprentissage est à l’origine le 
prolongement d’un cours destiné à un public adulte. Basé sur la baladodiffusion, ce 
prolongement de cours répondait à une demande d’apprenants très engagés dans leur 
apprentissage du français, qui souhaitaient étudier le français efficacement à l’aide d’un 
support complémentaire au manuel utilisé en classe. Deux podcasts hebdomadaires, parfois 
accompagnés d’un dossier à imprimer, rythmaient alors leur semaine pour compléter un 
cours de trois heures donné le week-end. Les podcasts leur permettaient de reprendre un 
point de grammaire, de phonétique, de réécouter le vocabulaire d’une discussion libre, 
d’offrir des séquences « écouter et répéter », de faire une dictée. Après plusieurs années de 
publications régulières, le site a évolué vers un modèle de plateforme de ressources gratuites 
pour le FLE accompagnée d’une chaîne Youtube. Utilisant quotidiennement le site, une 
communauté active d’enseignants et d’étudiants s’est formée autour d’une page Facebook, 
et me suggère à présent de nouvelles activités sur objectifs spécifiques. 

Contenu : documents audio et PDF téléchargeables1  

Le site compte plus d’un millier de pages et offre ainsi un grand choix d’activités par 
niveau et par objectif d’apprentissage. Les onglets situés en haut de page mènent aux 
principales catégories du site : dialogues, phonétique, cours de grammaire, fiches de 
conversation, listes de vocabulaire, exercices systématiques, textes, dictées. Une page de 
dialogue contient des fichiers audio (dialogue et questions), la transcription du dialogue, des 
questions (vrai-faux – développement) un exercice autocorrectif et un dossier pédagogique 
à imprimer, auxquels s’ajoutent une vidéo d’explication et un exercice de mémorisation dans 
les pages destinées à mes cours de type BYOD. 

L’utilisation de la plateforme en contexte universitaire2 

Contraintes techniques : le type de salle, le matériel disponible, la qualité de la connexion 
supposent des gestions de cours différentes.  

Environnement classe BYOD/PAP/AVEC3 : Travailler dans une classe ne disposant 
pas d’ordinateur implique les aléas d’une connexion Internet par wifi et un accès aux 

                                                
1 Tout le contenu de la plateforme est téléchargeable afin de permettre une utilisation du site dans les 
salles ne disposant pas de connexion Internet stable. 
2 Sophia University pour les classes CALL et Keio SFC pour les environnements BYOD. 
3 Respectivement : Bring Your Own Device, Prenez vos Appareils Personnels, Apportez Votre 
Équipement Personnel de Communication. 
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contenus de la plateforme via des postes différents4. Les étudiants doivent donc se 
rendre sur le site par leurs propres appareils grâce au code QR simplifiant l’accès aux 
contenus audio et vidéo. 

Environnement classe CALL : tous les étudiants travaillent sur un poste identique 
avec un micro et un casque.  

Exemple de déroulement d’un cours (classe BYOD – niveau A2 - Cours de 
communication en classe inversée – une fois par semaine) : 

Le cours débute par vingt minutes de shadowing pour l’échauffement. À raison d’un 
nouveau dialogue par semaine, les étudiants sont invités à circuler par deux et à dire les 
dialogues avec l’audio en fond sonore. Ils ont pour consigne de se regarder durant l’activité, 
de se déplacer dans la classe, de mimer pour jouer le dialogue de la manière la plus fidèle 
(en respectant les pauses, les soupirs, le rythme, les intonations). Ils ont ensuite à s’inspirer 
de ce dialogue pour en produire un nouveau et le jouer devant leurs camarades. La dernière 
partie du cours est consacrée à la découverte du contenu du cours suivant, qu’ils devront 
préparer chez eux à l’aide d’une capsule vidéo disponible sur le site. Ils reçoivent alors, en 
devoirs, le dossier pédagogique élaboré à partir des PDF de la plateforme5. 

Conclusion :  

Élaborer un cours à partir d’une source unique revient à utiliser un manuel sur mesure 
dans lequel je puise, crée, adapte selon mes besoins. Les étudiants se familiarisent vite à la 
plateforme et apprennent à en exploiter eux-mêmes les ressources. Certains continuent 
d’utiliser le site même après avoir terminé leurs études. 

 

Prendre appui sur les connaissances en anglais des étudiants pour 
l'enseignement du français 

 
MATSUMOTO Ryoma 

 
En première année à l’université, le français est enseigné comme deuxième langue 

étrangère après l’anglais. Or, semble-t-il, l’enseignement de la deuxième langue étrangère 
pose un problème majeur au Japon : l'incapacité des apprenants à mettre en lumière leurs 
motivations. Pour de nombreux étudiants, il s’agira tout simplement d’obtenir les crédits 
universitaires. En d’autres termes, pour nombre d’entre eux, la motivation à apprendre la  
deuxième langue étrangère semble purement instrumentale, et leur désir d'apprendre une 

                                                
4 L’utilisation du navigateur CHROME quel que soit l’appareil est recommandé pour profiter de toutes 
les fonctionnalités du site. 
5 Un exemple de plan de cours est disponible à l’adresse suivante : 
https://www.podcastfrancaisfacile.com/coin-des-profs/plan-de-cours-fle-delf-a2.html 
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nouvelle langue ne vient pas d'eux-mêmes mais plutôt de l’environnement extérieur. Dans 
ce contexte, pour susciter la curiosité intellectuelle des étudiants en matière d'apprentissage 
des langues, mon approche consiste à utiliser le « déjà acquis » des apprenants en anglais – 
connaissances et normes interculturelles –, mais aussi ma propre expérience de 
l'apprentissage du français par le truchement de l'anglais. 

Pour que les étudiants maintiennent une forte motivation à apprendre une matière comme 
le français, qui en général ne concerne pas directement leur vie quotidienne, une approche 
évidente serait de permettre aux apprenants de comprendre la signification, l'efficacité ou 
l'utilité de cette matière dans leur vie actuelle. Une telle approche créerait un environnement 
artificiel où les connaissances déjà acquises servent d’outil pour atteindre des objectifs plus 
élevés. 

Dans cette mesure, j’essaie d'abord de faire connaitre aux étudiants la signification et 
l'utilité de l'anglais, matière que tous ont commencée depuis six ans au moins, en le leur 
faisant utiliser comme outil dans le cours de français. De cette façon, les étudiants réalisent 
l’intérêt des efforts déjà consentis dans l'apprentissage de l'anglais. Or une fois que les 
étudiants se rendent compte que l'anglais peut concrètement être utilisé dans leur vie 
universitaire, ils peuvent réaliser qu'un jour le français pourra de même, à l’avenir, leur servir 
d'outil pour réaliser quelque chose de plus grand. Mon hypothèse est que cela peut constituer 
pour les étudiants une motivation supplémentaire pour apprendre le français, une matière qui 
semble éloignée à nombre d'entre eux aujourd’hui. 

L'approche présentée ci-dessus peut être réalisée de plusieurs façons. Cependant, ma 
tentative ne se limite pas à l'explication de constructions grammaticales en anglais ou ne 
consiste pas en des cours entièrement en anglais. Il s’agit plutôt de présenter des visuels 
sous-titrés en anglais ou pourvus de traductions en anglais, et à la possibilité pour les 
étudiants de répondre en anglais aux examens. Par exemple, pour l'explication des 
constructions grammaticales, le japonais, leur langue maternelle, est principalement utilisé. 
En revanche, la traduction des phrases illustratives est donnée en anglais. Pour les supports 
visuels, comme les clips YouTube ou les DVD en français, les sous-titres anglais sont 
préférés aux japonais. De cette façon, les étudiants peuvent repérer les similitudes entre le 
français et l'anglais pour des hypothèses plus aisées sur le sens. Pour la même raison, seule 
la traduction en anglais est donnée pour la compréhension du dialogue dans le manuel. Pour 
les examens et les tests courts, les étudiants peuvent répondre soit en japonais, soit en anglais. 
Cela signifie que les étudiants sont libres de mêler deux langues, à condition que la réponse 
soit lisible. Une autre pratique consiste en des exercices en ligne, où les étudiants sont invités 
à lire les explications et consignes en anglais avant de faire effectivement les tâches. De plus, 
de nombreux documents de lecture, comme des articles sur la culture ou pouvant susciter la 
motivation pour l'apprentissage du français sont fournis en anglais pour que les étudiants 
puissent utiliser leurs compétences de lecture. 

 
Jusqu'à maintenant, mes tentatives ont semblé significatives, dans une certaine mesure, 

pour motiver les étudiants à apprendre la deuxième langue étrangère, surtout pour les 
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étudiants d’un bon niveau en anglais. Cependant, le plus grand obstacle est d'éradiquer les 
idées reçues de certains des apprenants sur l'apprentissage des langues, acquises à travers 
leurs expériences de l'apprentissage de l’anglais. Aussi, puisque mes cours sont tous de 
niveau débutant complet, la portée de mes tentatives ne m’est pas connue dans le cas de 
classes d'autres niveaux. Bien que j’aie conscience de l'absence de besoin pratique de 
français dans le Japon d’aujourd’hui, mon objectif est de stimuler la curiosité des étudiants 
pour de nouvelles perspectives grâce à l'apprentissage d'une deuxième langue étrangère. Et 
pour cela, être motivé est essentiel. 

 

Création d’un site web en niveau A1, un projet actionnel 
 

CHEVALIER Laurence 
 

Pour des raisons historiques mais aussi culturelles, l’enseignement des LE au Japon s’est 
traditionnellement attaché à privilégier la compréhension, surtout écrite, plutôt que la 
production. Les activités de production sont pourtant aussi essentielles dans l’apprentissage 
que celles de compréhension puisqu’elles constituent ensemble la base de la compétence 
communicative, et, même si compréhension et production sont souvent en étroite corrélation, 
elles nécessitent aussi d’être travaillées séparément.  

Tout d’abord, il faut distinguer, lorsqu’on parle de production (qu’elle soit écrite ou orale), 
des types d’activités pédagogiques dont les différences sont liées aux types de 
communication possibles en classe. On peut les hiérarchiser de la façon suivante :  

1. Activités visant à la pratique des habiletés et des éléments nouveaux. Pas de but 
communicatif, ni d’engagement personnel.  

2. Activités où la communication est simulée : il existe un but à atteindre, les 
interlocuteurs ont les mêmes informations ou pas, mais il n’y a pas d’engagement personnel.  

3. Activités de communication réelle : les interlocuteurs ne possèdent pas les mêmes 
informations, il y a un engagement personnel et un but à atteindre.  

Ce classement, très opératoire pour analyser et sélectionner les activités de production, 
ainsi que pour en créer, permet de s’apercevoir très vite que les activités de production 
proposées dans les manuels de français publiés au Japon sont essentiellement de type 1. Elles 
sont bien sûr indispensables dans l’apprentissage, mais n’ont malheureusement aucune 
portée communicative. Ce sont les activités de type 2 et 3 qui permettent le mieux une 
activation ou un réemploi de l’ensemble des composantes de la compétence communicative. 
En général, les projets actionnels proposent des tâches de type 3, où l’apprenant, parce qu’il 
est considéré comme acteur social, est amené à s’impliquer personnellement d’une façon ou 
d’une autre. S’ils peuvent être relativement faciles à mettre en place dans un environnement 
homoglotte, en mettant à profit le monde hors classe, par exemple en demandant aux 
étudiants de réaliser une enquête dans la rue, il en va autrement dans un milieu alloglotte et 
dans une classe où les apprenants ont la même langue maternelle. C’est pour cette raison que 
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ce sont les activités de type 2 (communication simulée) que l’on rencontre le plus 
fréquemment dans les classes à visée communicative (par exemple sous forme de jeux de 
rôles). 

Cependant, l’implication de l’apprenant apporte indubitablement des bénéfices à son 
apprentissage car elle lui donne un sens et permet une prise de conscience plus aiguë de ce 
qu’il fait. Nous avons pour notre part cherché à développer des activités de production écrite, 
visant au réemploi de savoirs et savoir-faire travaillés antérieurement (avec des activités de 
type 1 et 2), avec une finalité communicative réelle et qui fasse sens pour l’apprenant, finalité 
que nous avons obtenue en ancrant les productions dans un contexte interculturel, afin 
d’inciter les apprenants à s’impliquer dans leur production. 

Ce projet, mené avec deux classes de première année de la section de français, s’appuie 
sur une activité actionnelle proposée par le manuel que nous utilisons en classe, Totem 1, 
que nous avons adaptée au public concerné, transposée dans l’environnement qui est le nôtre, 
transformant souvent les tâches ou encore en inventant de nouvelles. Il s’agissait de faire 
créer par les étudiants un site web en français présentant quelques aspects de la vie au Japon 
tirés du quotidien personnel des apprenants, à destination de francophones non familiers du 
Japon. Cette activité, réalisée en groupes de 4 à 5 étudiants, avait lieu à la fin de chaque 
dossier du manuel et proposait les thèmes suivants, en lien direct avec le dossier étudié, 
permettant ainsi de mettre en œuvre les savoir-faire acquis : présentation du groupe et de soi, 
présenter sa ville, présenter une recette de cuisine familiale, présenter sa personnalité 
japonaise préférée, présenter un film japonais. Les textes étaient préparés en classe, mis en 
ligne hors classe, et des séances de feedback avec l’enseignant étaient tenues régulièrement. 
Nous laissons les lecteurs juger eux-mêmes des résultats en consultant aux adresses 
suivantes 3 exemples de ces sites : 

https://saison4kisetsu.jimdo.com 
https://chou-fleur-hknn.jimdo.com 
https://quatuor-m244.jimdo.com 
Pour nous, la question centrale finalement n’est pas tant d’articuler les activités de 

production à la compréhension, mais plutôt de les graduer en exercices de pratique, activités 
de communication simulée et de communication réelle, et pour cette dernière, de l’ancrer 
dans un contexte qui permette à l’apprenant de s’impliquer. 

  



 

 

Le lundi 26 mars 2018 
10h00 : ouverture de la réception 

 Salle 42 T2 – FR Salle 43 T1 – FR Salle 53 / 54 TR – JP 
 
 

10 h 30 
- 

11 h 50 

 
La première classe de communication orale  

en première année à l'université 
 

VANNIEUWENHUYSE Bruno 
(annulé) 

 
Quelles stratégies pour optimiser la participation  
des apprenants en cours de communication ? 

 
DASSONVILLE Nicolas 

 

Table Ronde  

フランス語教育とジェネリックスキル L'enseignement 
du français et les compétences génériques 

 
CHUJO Takeshi, SUGIYAMA Kaori,  

TAKAHASHI Azusa (Modérateur), TAKEUCHI Yukiya 

11h50-12h05 : pause 
 Salle 32 ED - FR / JP Salle 42 ED – JP Salle 43 ED – JP Salle 53 ED – JP Salle 54 ED – JP 

 
 

12 h 05 
- 

12 h 45 

 
Hachette Japon 

 
Nouveautés chez Hachette  
FLE / Nouveaux matériaux 

numériques 
(annulé) 

 

⽩⽔社 
 

教科書・教材のご案内 
 

三省堂 
 

三省堂の新しい学習者向け辞書
『ベーシック クラウン仏和・和

仏辞典』のご紹介 

第三書房 
 

参考書「仏検合格 読みトレ！ 
３級」のご案内 

(annulé) 

朝⽇出版社 
 

朝⽇出版社好評テキストの 
ご案内 

12h45-13h45 : pause déjeuner 
 Salle 42 T2 – JP Salle 43 T1 – FR Salle 53 HT – JP  Salle 54 T2 - FR  

 
 

13 h 45 
- 

15 h 05 

 
学⽣が主体的であるために？ー「弘前×フランス」 

プロジェクト参画学⽣の特殊事例を考える  
Pour rendre et maintenir les étudiants motivés :  

discussion à partir d'exemples du projet plurilinguistique et 
pluriculturel « Hirosaki×France » 

 
KUMANO Makiko 

 
Différents types d'objectifs  

pour différents types d'institutions 
 

AZRA Jean-Luc 

 
« Maintenant », vous avez dit 

 « maintenant »… 
教師も知りたいフランス語の 

発⾳のはなし 
 

ANDO Hirofumi 
SHIMIZU Jun 

 

 
Des activités pour  

un apprentissage et  
un enseignement actifs 

 
BATTAGLIA Nadine 

15h05-15h20 : pause 
 Salle 32 HT - JP  Salle 42 T1 - JP  Salle 43 T1 - FR / JP Salle 53 T1 – FR 

 
 

15 h 20 
- 

16 h 40 

⼤学における「フランス語科教育法」の 
授業について考える 

 
KOMATSU Sachiko 

KAWASAKI Ren 

⺠主と愛国とフランス語教育 
 

KURADATE Kenichi 
 

Révolution? 
歴史はひと段落つきましたから・・・ 

 
KASUYA Yuichi 

Les représentations de l'enseignant(e) de 
français au Japon : 

statistiques, attentes et surprises 
 

MOUTON Ghislain 
ADAMI Sylvain 

♣ 16h50-19h00 : buffet



 

 

Le mardi 27 mars 2018 
9h30 : ouverture de la réception 

 Salle 42 T2 - JP  Salle 43 HT - FR  Salle 53 T1 – FR / JP  Salle 54 HT - JP  
 
 

10 h 00 
- 

11 h 20 

私の特別な授業とは？ 
 

IKAWA Toru 
 

L’utilisation du film de cinéma 
dans la classe de français au Japon 

 
BAREILLE Laurent 

 

⽇本のフランス語教育における教師の 
異⽂化間能⼒の重要性 

L’enseignement du FLE au Japon et la 
compétence interculturelle de l’enseignant 

 
TAMURA Akiko, BELEC Cédric 

 

フランス語⽂法、試してガッテン！ 
 

HIRASHIMA Rika 
YAMAKAWA Seitaro 

 

11h20-11h35 : pause 
 Salle 42 HT - JP / FR Salle 43 HT – JP Salle 53 HT - JP  Salle 54 HT - FR  

 
 

11 h 35 
- 

12 h 55 

Adapter la grammaire aux 
apprenants / ⽂法の教え⽅を

学習者によって変える 
 

GUERRIN Gilles 

授業内学習と⾃主学習を活性化する学習⽀援ツールの
⼀体化 −デジタル教科書・デジタル教材・ 

e ポートフォリオ・教材ダウンロード− 
ARITOMI Chise, KIKUKAWA Isao, 

UCHIDA Tomohide, HATTORI Etsuko, 
YAMADA Toshiyuki 

⾼校における第⼆外国語教育の問題と可能性 
 

KUNIEDA Takahiro 
KAWAKATSU Naoko 

MIZUSAWA Takanobu 
SHIMADA Sachiko 

Initiation à l'Approche 
neurolinguistique par l’espagnol 

 
JOURDAN Romain 

GONZALEZ Francisco Javier 
 

12h55-14h00 : pause déjeuner 
 Salle 32 T2 - JP  Salle 42 T2 - JP  Salle 43 HT - JP  Salle 53 / 54  TR – FR 

 
 

14 h 00 
- 

15 h 20 

フランス語学習、⼊⾨から 
初級・中級へのいざない 

 
KOREMURA Nobuaki 

 

FLE におけるフランス語史− 歴史⽂法
から現代フランス語を読み解く 

 
ARITA Yutaka 

KATAYAMA Mikio 
VEYSSIERE Georges 

⾃⼰評価の観点を育む 
 

SHIBUYA Tomofumi 

Table Ronde 

Articuler compréhension et production en classe de langue 
étrangère 

CHEVALIER Laurence, DURRENBERGER Vincent 
MATSUMOTO Ryoma, RENOUD Loïc (Modérateur) 

15h20-15h35 : pause 
 Salle 32 T1 - JP  Salle 42 HT - FR  Salle 43 T2 - JP  Salle 53 HT - JP  

 
 

15h 35 
- 

16 h 55 

話す能⼒をどう評価するか-CECRL と OPI 
(Oral Proficiency Interview) の⽐較を通して 

 
TAKEUCHI Ekuko 
KAGEURA Ryohei 

TAKAHASHI Katsuyoshi 

Les neurosciences en action II : debout 
et en mouvement dans la classe 

 
JACTAT Bruno 

新学習指導要領を踏まえた授業指導案を 
どう作成するか？ 

 
SAKURAGI Chihiro 

《他者》をむかえいれる / つくりだす 
Accueillir / Faire les «autres» 

 
FUKUSHIMA Yoshiyuki 

CHUJO Takeshi 
OYAMA Daiki 

♠ 17h05-18h10 : pot d’au revoir
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TABLES RONDES  
 

Intervenant(e)s Titre LG Jour et heure Salle 

TAKEUCHI Yukiya 
SUGIYAMA Kaori  
CHUJO Takeshi 

 
フランス語教育とジェネリックスキル 

L'enseignement du français et les compétences génériques 
Modérateur : TAKAHASHI Azusa 

 

JP 
Le 26 

10h30-11h50 
53/54 

DURRENBERGER 
Vincent  

MATSUMOTO Ryoma  
CHEVALIER Laurence  

 
Articuler compréhension et production  

en classe de langue étrangère. 
Modérateur : RENOUD Loïc 

 
 

FR 
Le 27 

14h00-15h20 
53/54 

 
LISTE DES ATELIERS  

Thème 1: Les objectifs de l'enseignement du français.  

テーマ 1：フランス語教育の⽬的とは 
Animateur(s) 

/ animatrice(s) 
Titre de l’atelier LG Jour et heure Salle 

 
DASSONVILLE Nicolas 

 

Quelles stratégies pour optimiser la participation  
des apprenants en cours de communication ? 

FR 
Le 26 

10h30-11h50 
43 

 
AZRA Jean-Luc 

 

Différents types d'objectifs pour différents types 
d'institutions 

FR 
Le 26 

13h45-15h05 
43 

 
KURADATE Kenichi 

 
⺠主と愛国とフランス語教育 JP 

Le 26 
15h20 -16h40 

42 

 
KASUYA Yuichi 

 

Révolution?  
歴史はひと段落つきましたから・・・ 

FR
/ 

JP 

Le 26 
15h20 -16h40 

43 

 
MOUTON Ghislain 

ADAMI Sylvain 
 

Les représentations de l'enseignant(e) de français au Japon : 
statistiques, attentes et surprises 

FR 
Le 26 

15h20 – 
16h40 

53 

 
TAMURA Akiko 
BELEC Cédric 

 

L’enseignement du FLE au Japon et la compétence 
interculturelle de l’enseignant 

⽇本のフランス語教育における教師の異⽂化間能⼒の
重要性 

FR
/ 

JP 

Le 27 
10h00-11h20 

53 

TAKEUCHI Ekuko 
KAGEURA Ryohei 

TAKAHASHI Katsuyoshi 

話す能⼒をどう評価するか 
CECRL と OPI (Oral Proficiency Interview) の⽐較を通して 

JP 
Le 27 

15h35-16h55 
32 
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Thème 2 : Les leçons spéciales. L'ouverture, la clôture et la réactivation de la classe.  

テーマ 2：特別な授業  ―  教室を開く、閉じる、再活性化する  ― 
Animateur(s) 

/ animatrice(s) 
Titre de l’atelier LG Jour et heure Salle 

 
VANNIEUWENHUYSE 

Bruno 
 

La première classe de communication orale 
en première année à l'université 

(annulé) 
FR 

Le 26 
10h30-11h50 

42 

KUMANO Makiko 

学⽣が主体的であるために？ 
ー「弘前×フランス」プロジェクト参画学⽣の 

特殊事例を考える 
Pour rendre et maintenir les étudiants motivés : 

discussion à partir d'exemples du projet plurilinguistique et 
pluriculturel « Hirosaki×France » 

JP 
Le 26 

13h45-15h05 
42 

 
BATTAGLIA Nadine 

 

Des activités pour un apprentissage  
et un enseignement actifs 

FR 
Le 26 

13h45-15h05 
54 

 
IKAWA Toru 

 
私の特別な授業とは？ JP 

Le 27 
10h00 -11h20 

42 

 
KOREMURA Nobuaki 

 
フランス語学習、⼊⾨から初級・中級へのいざない JP 

Le 27 
14h00-15h20 

32 

 
ARITA Yutaka 

KATAYAMA Mikio 
VEYSSIERE Georges 

 

FLE におけるフランス語史 
− 歴史⽂法から現代フランス語を読み解く JP 

Le 27 
14h00-15h20 

42 

 
SAKURAGI Chihiro 

 

新学習指導要領を踏まえた授業指導案を 
どう作成するか？ JP 

Le 27 
15h35-16h55 

43 

 
Hors thèmes 
 

Animateur(s) 
/ animatrice(s) 

Titre de l’atelier LG Jour et heure Salle 

 
ANDO Hirofumi 

SHIMIZU Jun 
 

« Maintenant », vous avez dit : « maintenant »… 
教師も知りたいフランス語の発⾳のはなし JP 

Le 26 
13h45-15h05 

53 

 
KOMATSU Sachiko 

KAWASAKI Ren 
 

⼤学における「フランス語科教育法」の授業について
考える JP 

Le 26 
15h20-16h40 

32 

 
BAREILLE Laurent 

 

L’utilisation du film de cinéma dans la classe de français  
au Japon 

FR 
Le 27 

10h00-11h20 
43 

 
HIRASHIMA Rika 

YAMAKAWA Seitaro 
 

フランス語⽂法、試してガッテン！ JP 
Le 27 

10h00-11h20 
54 
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GUERRIN Gilles 

 

Adapter la grammaire aux apprenants   
⽂法の教え⽅を学習者によって変える FR 

Le 27 
11h35-12h55 

42 

ARITOMI Chise 
KIKUKAWA Isao 

UCHIDA Tomohide 
HATTORI Etsuko 

YAMADA Toshiyuki 

 
授業内学習と⾃主学習を活性化する学習⽀援ツールの

⼀体化 −デジタル教科書・デジタル教材・ 
e ポートフォリオ・教材ダウンロード− 

 
 

JP 
Le 27 

11h35-12h55 
43 

KUNIEDA Takahiro 
KAWAKATSU Naoko 

MIZUSAWA Takanobu 
SHIMADA Sachiko 

⾼校における第⼆外国語教育の問題と可能性 JP 
Le 27 

11h35-12h55 
53 

 
JOURDAN Romain 

GONZALEZ  
Francisco Javier 

 

Initiation à l'Approche neurolinguistique par l’espagnol 
FR
/ 

JP 

Le 27 
11h35-12h55 

54 

 
JACTAT Bruno 

 

Les neurosciences en action II :  
debout et en mouvement dans la classe 

FR 
Le 27 

15h35-16h55 
32 

FUKUSHIMA Yoshiyuki 
CHUJO Takeshi 
OYAMA Daiki 

《他者》をむかえいれる / つくりだす 
Accueillir / Faire les «autres» 

JP 
Le 27 

15h35-16h55 
53 

 

LISTE DES PRÉSENTATIONS ÉDITEURS-LIBRAIRES (le lundi 26, 12h05 - 12h45)  
出版社による教材紹介の⼀覧 

Éditeur  Titre de la présentation et animateur(-trice) LG Salle 

Hachette Japon 
Nouveautés chez Hachette FLE / Nouveaux matériaux numériques 

(annulé) 

FR
/ 

JP 
32 

⽩⽔社 教科書・教材のご案内 
⻄川  恭兵 JP 42 

三省堂 
三省堂の新しい学習者向け辞書 

『ベーシック クラウン仏和・和仏辞典』のご紹介 
廣瀬  恵理奈 

JP 43 

 
第三書房 

 

参考書「仏検合格 読みトレ！ ３級」のご案内 
伊藤  晴基 

(annulé) 
JP 53 

 
朝⽇出版社 

 

朝⽇出版社好評テキストのご案内 
⽯井  真奈 JP 54 
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参加者  PARTICIPANTS 
ADAMEK Philip Martin アダメック フィリップ 鹿児島県立短期大学 
ADAMI SYLVAIN アダミ シルヴァン 青山学院大学 
AGAESSE Julien アガエス ジュリアン 東京大学 
ANDO Hirofumi 安藤 博文 静岡大学 
ARIES Laura アリエス ローラ 京都外国語大学 
ARITA Yutaka 有田 豊 立命館大学 
ARITOMI Chise 有富 智世 常葉大学 
AVOCAT Eric アヴォカ エリック 大阪大学 

AZRA Jean-Luc アズラ ジャン＝リュ

ック 西南学院大学 

BAREILLE Laurent バレイユ ロラン 大阪市立大学 
BATTAGLIA Nadine バタリア ナディーン 京都外国語大学 
BEAUVIEUX Marie-Noëlle ボーヴィウ マリーノエル 広島大学 
BELEC Cédric べレク セドリック 関西学院大学 
BOGAERS Julien ボガエルス ジュリアン 大阪大学 

CASSIUS Anne-Claire カシウス アンヌクレー

ル 
アリアンス・フランセーズ愛知フ

ランス協会 

CHARNAY KAWAI Georgette シャルネ カワイ ジョルジェッ

ト 
 

CHERBONNET Fabien シェルボネ ファビアン Institut Francais Kansai - Osaka 
CHEVALIER Laurence シュヴァリエ ロランス 西南学院大学 
CHUJO Takeshi 中條 健志 東海大学 
DASSONVILLE Nicolas ダソンヴィル 二コラ 愛知大学 
DAVY Michel ダヴィ ミシェル IInstitut Francais Kansai - Kyoto 
DERIBLE Albéric ドリブル アルベリック 東京大学  
D'HAUTCOURT Alexis ドクール アレクシ 関西外国語大学 
DURRENBERGER Vincent デュレンベルジェ ヴァンサン 上智大学 
FAUDEMER-KOJI Pamela 古地 パメラ 遺愛女子中学校・高等学校 
FUJIMOTO Takahiko 藤本 恭比古 福岡大学 

FUKAGAWA Akiko 深川 聡子 （公財）フランス語教育振興協会 
/ APEF 

FUKAI Yosuke 深井 陽介 東北大学 
FUKUSHIMA Yoshiyuki 福島 祥行 大阪市立大学  
GOBINET-ROTH Pierre ゴビネ＝ロット ピエール 甲南女子大学  
GONZÁLEZ  Javier  ゴンザーレス ハビエル 京都外国語大学 
GOUJON Jonathan グジョン ジョナタン 同志社大学 
GUERRIN Gilles ゲラン ジル 岐阜大学  
HARANO Yoko 原野 葉子 大阪市立大学 
HASHIMOTO Mayaka 橋本 まや香 神戸女学院大学 
HATTORI Etsuko 服部 悦子 近畿大学 
HIMETA Mariko 姫田 麻利子 大東文化大学 
HIRASHIMA Rika 平嶋 里珂 関西大学 
HIROSE Erina 廣瀬 恵理奈 株式会社 三省堂 
HIROTA Daichi 廣田 大地 神戸大学 
HIROYASU Yoshimi 廣康 好美 上智大学 
HONG Myungcheol 洪 明徹 立命館大学 
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HOSOGAI Kenji 細貝 健司 立命館大学 
IKAWA Toru 伊川 徹 芦屋大学 
IMANAKA Maiko 今中 舞衣子 大阪産業大学 
ISHII Mana 石井 真奈 朝日出版社 
JACTAT Bruno ジャクタ ブルノ 筑波大学 

JOURDAN-ÔTSUKA Romain ジョルダン＝オオ

ツカ ロマン 京都外国語大学 

KAGEURA Ryohei 影浦 亮平 京都外国語大学 
KAJIMOTO Diana カジモト ディアーナ Centres culturels de Kobe 
KASUYA Yuichi 粕谷 雄一 金沢大学 
KATAYAMA Mikio 片山 幹生 早稲田大学  
KAWAGUCHI  Yoko 川口 陽子 神戸大学 
KAWAKATSU Naoko 川勝 直子 神戸海星女子学院中学高校 
KAWASAKI Ren 川﨑 連 慶應義塾大学 
KAWASHIMA Koichiro 川島 浩一郎 福岡大学  
KIKUKAWA Isao 喜久川 功 常葉大学 
KISHIMOTO Seiko 岸本 聖子 愛知県立大学 
KITAMURA Hiroko 北村 浩子 大阪府立豊中高等学校 
KITAMURA Ayako 北村 亜矢子 上智大学 
KIYOTA Ayako 清田 彩子 福島県立医科大学 
KOIKE  Yasuko 小池 泰子 関西学院大学 
KOMATSU Sachiko 小松 祐子 お茶の水女子大学 
KOREMURA Nobuaki 惟村 宣明 東海大学 

KOYAMA Tsubasa 小山 翼 （公財）フランス語教育振興協会 
/ APEF 

KUDO Ruka 工藤 瑠夏 弘前大学 
KUMANO Makiko 熊野 真規子 弘前大学 
KUNIEDA Takahiro 國枝 孝弘 慶應義塾大学 
KURADATE Kenichi  倉舘 健一 慶應義塾大学 
KURODA Eriko 黒田 恵梨子 京都外国語大学 
LE ROUX Brendan ルル ブレンダン 帝京大学 
LORRILLARD Olivier ロリヤール オリヴィエ 広島大学 
MAEDA Miki 前田 美樹 甲南女子大学 
MASE Yukie 間瀬 幸江 宮城学院女子大学  
MATSUI Natsu 松井 奈都 株式会社三修社 
MATSUDA Yukie 松田 雪絵 埼玉県立伊奈学園総合高等学校 
MATSUKAWA Yuya 松川 雄哉 南山大学 
MATSUMOTO Ryoma 松本 陵磨 広島大学 
MATSUMURA Hiroshi 松村 博史 近畿大学 
MIZUSAWA Takayori 水澤 孝順 大妻中野中学校・高等学校 
MOGI Ryoji 茂木 良治 南山大学 
MOMOTA Michiko 百田 みち子 長崎総合科学大学 
MONTA Eri 門田 江里 大阪府立みどり清朋高校 

MOULIN Berengere ムーラン ベランジェー

ル 甲南大学・関西薬科大学 

MOUTON Ghislain ムートン ジスラン 琉球大学 

MOUTON Sébastien ムートン セバスティア

ン Petit France 
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NAKASHIMA Kazumi 中島 和美 岡山大学他 非常勤 
NIIGAWA Yoshiyuki 新川 治行 大阪産業大学 
NISHIKAWA Kyohei 西川 恭兵 白水社 
NISHIMURA Momoko 西村 萌々子 弘前大学 
NISHIYAMA  Noriyuki 西山 教行 京都大学 
NOZAKI Jiro 野崎 次郎 野崎塾 
NOZAWA Atsushi 野澤 督 国際基督教大学 
NISIHIOKA Anna 西岡 杏奈 辻静雄料理教育研究所 
OGAWA Masami 小川 雅美 京都大学 
OKUYAMA Tao 奥山 道 三省堂  
OLIVERO Régis オリヴェロ レジ 愛知大学 
ONODERA Susumu 小野寺 進 弘前大学 
ONODERA Yuka 小野寺 佑香 弘前大学 
OTAKEGUCHI Mari 大竹口 麻里 福井大学 
OYAMA Daiki 大山 大樹 大阪市立大学 
PEREZ Ken ペレーズ ケン Institut Francais du Japon – Kansai 

PUNGIER Marie-Françoise パンジエ マリー フラ

ンソワーズ 大阪府立大学 

RAMON Antoine ラモン アントワーヌ Institut Français du Japon – Tokyo 
RENOUD Loïc ルヌウ ロイック 岡山大学 
SAGAZ Michel サガズ ミシェル 熊本大学 
SAKURAGI Chihiro 櫻木 千尋 カリタス女子中学高等学校 
SALAGNON Benjamin サラニョン ベンジャミン 大阪大学 
SASAKI Kaori 佐々木 香理 関西学院大学 
SHIBUYA Tomofumi 澁谷 与文 学習院大学 
SHIMADA Sachiko 島田 幸子 大妻中野中学校・高等学校 
SHIMIZU Jun 志水 じゅん le Ciel フランス語教室 
SHIMOMURA Takeshi 下村 武 金城学院大学 
SHIRATA Yuki 白田 由樹 大阪市立大学 
SOGA Yusuke 曽我 祐典 元関西学院大学 
SUGIURA Yoriko 杉浦 順子 広島修道大学 
SUGIYAMA Kaori 杉山 香織 西南学院大学 
TAJIMA Yoshihito 田島 義士 水産大学校 
TAKAGAKI Yumi 高垣 由美 大阪府立大学 
TAKAGI Yuki 髙木 雄基 弘前大学 
TAKAHASHI Azusa 高橋 梓 近畿大学 
TAKAHASHI Katsuyoshi 高橋 克欣 京都外国語大学 
TAKEUCHI Yukiya 竹内 幸哉 河合塾 
TAKEUCHI Ekuko 武内 英公子 神戸大学 
TAMURA Akiko 田村 明子 愛知県立大学 
TAMURA Yu 田村 優侑 神戸大学 
TANAHASHI Michiko 棚橋 美知子 名古屋市立大学 他 
TANIGUCHI Eriko 谷口 永里子 京都大学大学院 
TATEIWA Reiko 立岩 礼子 京都外国語大学 
TERAO Yoshiko 寺尾 佳子 リヨン第二大学 
TOMIMOTO Janina 富本 ジャニナ 大阪大学 
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TORTISSIER Kevin トルティシエ ケヴィン Institut Francais du Japon – Kansai 
TSUKADA Akihiro 塚田 燿大 大阪産業大学 
TSUKASHIMA Mami 塚島 真実 大谷大学 
TSURI Kaoru 釣 馨 神戸大学 
UCHIDA Tomohide 内田 智秀 名城大学 
UEDA Chihiro 上田 千尋 関西学院大学 
UEDA Azumi 上田 亜津美 大阪府立松原高校 
UEMURA Mie 植村 実江 大阪大学 
UENO Naoko 上野 名保子 駿河台出版社 
UENO Daisuke 上野 大介 駿河台出版社 
VEYSSIERE Georges ヴェスィエール ジョルジュ パリ第 4 大学 
VIATTE Chloé ヴィアット クロエ 順天堂大学・慶応大学 
VIGNERON Caroline ヴィニュロン カロリーヌ 立命館大学 
WADA Yurie 和田 ゆりえ 関西大学他 
WATANABE Atsuko 渡辺 敦子 岐阜大学 
YAMADA Toshiyuki 山田 敏之 朝日出版社 
YAMAKAWA Seitaro 山川 清太郎 京都学園大学 
YOKOYAMA Osamu 横山 理  

YOSHINO Satoko 吉野 仁子 学習院女子高等科 
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ÉCRIRE DANS LE BULLETIN DES RENCONTRES 
 

1. Tous les participants, qu’ils aient ou non animé un atelier, peuvent proposer un article, 
deux au maximum, pour le Bulletin des Rencontres. 

 

2. Chaque année, l’appel à rédaction d’article est lancé dans le courant de novembre. La 
date limite de l’inscription pour écrire un article est le 1er février. 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 Présentation atelier 
/ Article » en ligne sur notre site, et envoyés par courriel à l’adresse 
<contact@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 thèmes », 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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Feuille de style Présentation atelier / Article 

(titre : 2 lignes à partir du haut de la page, 18 points, centré, caractères gras) 
 

(2 lignes plus bas que le titre, 14 points, caractères gras, aligné à droite) ERPEKA Jiro 
(en dessous, 12 points, caractères gras, aligné à droite) Université d’Osaka 

(idem) contact@rpkansai.com 
 
 
 
1. Indications générales 
1.1 Pour le texte de présentation de l’atelier (à envoyer avant le 1er février 2018) 
- Une page format A4 : faites l’effort d’aller jusqu’en bas de la page pour montrer votre 
sérieux, mais pas au-delà.  
- Si cela vous est possible, pourquoi ne pas écrire quelque chose en japonais dans le cas où 
vous utilisez le français ou vice versa (traduction du titre ou bien une ou deux phrases en tête 
du résumé) ?  
1.2 Pour l’article (à envoyer avant le 10 mai 2018) 
- Cinq pages maximum de format A4, documents compris.  
 
2. Indications générales de mise en page et de polices 
- Logiciel de traitement de texte à utiliser : Word, de Microsoft  
- Marges : gauche : 3cm autres : 2,5cm (ne changez pas les marges) 
- Caractères à utiliser en japonais : MS明朝 
- Caractères à utiliser en français : Times New Roman 
- Corps de l’article : 3 lignes plus bas que l’adresse, 12 points 
- Indentation en début de paragraphe : 0,5cm 
- Intertitres : 12 points, caractères gras 
- Interligne : simple 
- Texte : justifié  
 
3. Utilisation de la feuille de style 
Collez votre texte directement sur ce document, et conformez-le aux indications ci-dessus.  
 
4. Expédition 
En document attaché à l’adresse <contact?rpkansai.com>.  
 
Pour toute information supplémentaire, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse 
<contact?rpkansai.com>. Merci de votre participation ! 
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アトリエ要旨・論考用スタイルシート 

（題名はトップから 2 行下げ、中央寄せ 18ポイント太字、題名のみMS ゴシック） 

 

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

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

（電子メールアドレス：同上）contact@rpkansai.com 

 

 

 

アトリエ要旨（2018年 2月 1 日必着）の場合 

・A4用紙 1ページ以内に過不足なく収まるようにご作成ください。 

・ご負担でなければ、本文が日本語の場合はフランス語版タイトルや短いフランス語要旨を、

本文がフランス語の場合は日本語版タイトルや短い日本語要旨をそれぞれご加筆ください。 

 

RENCONTRES用論考（2018年 5月 10 日必着）の場合 

・A4用紙最大 5ページ（図や資料を含む）を超えないようにご配慮ください。 

 

フォントなど原稿の体裁について 

・使用ソフト：Microsoft Word 
・余白：左余白 3 cm、他の余白 2,5 cm（余白を変更しないでください） 

・日本語フォント：MS 明朝 

・欧文フォント：Times New Roman 
・執筆者メールアドレスから 3 行空けて本文を開始（10,5ポイント） 

・段落の最初は 1 文字分のインデントを取る 

・小見出し：10,5ポイント太字 

・行間は 1 行（通常の行間） 

・日仏両言語共に左右揃え 

 

スタイルシートの使い方 

・上記の指示通りに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<contact@rpkansai.com>にご送付ください。 

 

詳細につきましては、<contact@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 2017-2018 

 
Fois Dates Ateliers（Modérateurs） 
29 Le dimanche 12 novembre 

2017   
14：30～17：30 

アクティヴな学びをうながす教科書づくり（今中舞

衣子 IMANAKA Maiko / 中條健志 CHUJO Takeshi） 
東海大学国際教育センターフランス語教室の取り組

み（惟村宣明 KOREMURA Nobuaki） 
30 Le vendredi 2 février 2018   

16：00～18：00 
特別企画「複数の言語の力とマルチモーダルリテラ

シーを生かす教室活動〜理論的背景と実践例」 
« Pédagogie axée sur les littératies multimodales et la 
reconnaissance du répertoire plurilingue: développements 
théoriques et exemples de pratique » （Diane Dagenais, 
Professeure à Simon Fraser University） 

31 Le dimanche 13 mai 2018  
15：00～18：00 

フランス語教育とジェネリックスキル：議論のつづ

き（高橋梓 TAKAHASHI Azusa / 中條健志 CHUJO 
Takeshi） 
RPK2018のふりかえり：情報交換会 

32 Le dimanche 10 juin 2018   
15：00～18：00 

2018年度の授業：近況報告会（前田美樹 MAEDA 
Miki） 
フランスにおけるフランス語教授法と日本における

その実践・応用の可能性（塚島真実 TSUKASHIMA 
Mami） 

 
 
Lieu des RPK mensuelles 
Université Osaka-Sangyo, Campus Umeda (19F, Osaka-ekimae bld. 3)  
(http://www.umeda-osu.ne.jp/access.html) 
 
Comment connaitre 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://bit.ly/19489WZ 
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Postface 
 
 

Les 32èmes Rencontres Pédagogiques du Kansaï ont eu lieu les lundi 26 et mardi 27 mars 
2018 à l’École de mode Ueda Yasuko et réuni plus de 150 participants pour 24 ateliers 
principalement articulés autour de deux thèmes : « Les objectifs de l'enseignement du 
français. / フランス語教育の目的とは » et « Les leçon spéciales. L'ouverture, la clôture 
et la réactivation de la classe. / 特別な授業 —教室を開く，閉じる，再活性化する— » , 
ainsi que pour trois ateliers-présentations des éditeurs-libraires et deux tables rondes 
intitulées « フランス語教育とジェネリックスキル / L'enseignement du français et les 
compétences génériques » et « Articuler compréhension et production en classe de langue 
étrangère ».  

Ce volume contient 21 articles ainsi que le compte-rendu des deux tables rondes. Nous 
souhaiterions remercier vivement nos collègues qui nous ont fait l’honneur d’animer un 
atelier, d’y participer et de soutenir nos activités.  

Pour avoir des informations supplémentaires sur nos activités, vous pouvez consulter 
notre site internet, http://www.rpkansai.com. Nous vous invitons également à participer aux 
RPK mensuelles, où tous sont les bienvenus pour discuter de pratiques et de problèmes dans 
la classe et pour s’aider les uns les autres à améliorer notre enseignement (On peut se tenir 
au courant du calendrier des RPK mensuelles grâce à notre page Facebook, 
https://www.facebook.com/RencontresKansai, et notre blog , http://rpmensuels.blog.fc2.com/.) 

    
Nous remercions encore une fois tous ceux qui participent et soutiennent la continuation 

des Rencontres. Rendez-vous aux Rencontres Pédagogiques du Kansaï 2019 !   
 

SASAKI Kaori  
(Co-secrétaire adjoint des 32èmes Rencontres Pédagogiques du Kansaï) 
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