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高等学校における第二外国語教育活動の可能性  

―第二外国語（フランス語・中国語）設置にあたって― 

 

滝口  秀人  

 

1. はじめに 

 

自由ヶ丘学園高等学校（以下「本校」）では、2019 年度より第二外国語として「フ

ランス語」「中国語」を設置することとなった。筆者はフランス語教員であり、前任校で

はフランス語の授業を担当していたが、現在の勤務校にはフランス語が設置されてい

なかったため、課外活動でフランス語の教育活動を行ってきた。  

本稿は筆者が 2014 年 5 月 24 日にお茶の水女子大学で行われた日本フランス語

教育学会において口頭発表した「日本の高等学校におけるフランス語教育をさぐる」

1を踏まえ、来年度より本校において第二外国語が正課となった経緯を報告する。ま

た、未曽有の大改革が進む高大連携接続改革の中、語られることの多い英語教育

論の陰に隠されがちな第二外国語教育の実践例として、旧来の手法に加え、現代

のツールを利用した新たな形態での第二外国語教育の試みを報告する。  

 

2. 私立自由ヶ丘学園高等学校の概況  

 

本校は 1930 年、子どもの自主性を尊重する自由教育を提唱した教育者、手塚岸

衛 2により創立された後、1935 年に藤田喜作 3により男子中学校として再発足した。

1948 年、教育制度改革により自由ヶ丘学園中学校高等学校と改名、1959 年には

高校単独校となり、自由ヶ丘学園高等学校と改名した。創立以来目黒区自由が丘

に唯一存在する中等教育学校として、また現在では都内に存する数少ない高校単

独の男子校として、青少年の教育に専念している。  

 

                                                        
1 予稿集 Préactes は日本フランス語教育学会 2014 年度春季大会 Congrès de printemps 2014

（メインテーマ『フランス語教育学のアイデンティティを探る：いかなる構成化と挑戦が可能か？』  

Identité et constitution d'une didactique du FLE au Japon « à l 'heure de la mondialisation » : 

quels défis ?）http://sjdf.org/pdf/2014_haru_preactes.pdf[accessed 3 novembre 2018]  
2 子どもの自主性を尊重する自由教育を提唱した教育者。  
3 手塚岸衛から経営を引き継ぎ、新たな理念の下で教育を推進した。 
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2018 年 10 月現在の生徒数は 840 名。卒業する生徒の多くは大学・短期大学・

専門学校に進学し、就職するのは数名となっている。  

2019年度より、5コース（プログレスコース・サイエンスコース・グローバルコース・アス

リートコース・フロンティアコース）での募集が開始される。このうちグローバルコースの

生徒が、フランス語あるいは中国語を選択し、第二外国語を履修することとなる。  

 

3. 第二外国語科目設置の経緯、これまでの指導内容について 

 

本校では創立以来、第二外国語は設置されていなかった。  

以下に、これまで著者が取り組んできた第二外国語教育を示し、そして正課科目

として第二外国語がどのようにして設置されるに至ったのかを示す。  

 

3.1 課外活動を軸にした外国語教育の可能性の模索  

 

著者はフランス語の教員であるとともに、英語の教員免許状も所持しているため英

語教員でもある。前任校ではフランス語教員としてフランス語の授業のみを担当して

いたが、本校では日常的には英語を担当する前提で採用された。しかしながら、例え

ば部活動など学校教育の様々な場面で、第二外国語に対する生徒の学習意欲は

強く、課外活動での第二外国語教育の可能性を模索することとなった。課外活動で

フランス語教育が開始されたのは、著者が本校に着任した 2008年 4月のことである。

以下にこれまで部活動で行ってきたフランス語課外教育の事例と今後展開される本

校におけるフランス語教育の可能性をいくつかあげる。また、実際に行い、教育現場

で感じたメリットとデメリットも併記したい。  

 

3.1.1 音楽を利用した教育  

 

音楽、とりわけ若い世代に人気のポピュラーミュージックは、高校生には受け入れ

られやすい。興味関心が強い学習の最初の段階で、学んでいる言語が話されている

国の曲を聴き楽しむことは、言語習得への第一歩だといえる。  

本校の英語部に所属するフランス語学習グループの生徒たちは、地域のフェステ
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ィバル4などにも積極的に参加し、覚えた歌をステージ発表したりして、楽しく取り組ん

でいる。また曲に合わせてダンスをするなど、多彩な表現形態を織り交ぜることで、楽

しく活動できる。発表のために文を暗唱し、発表を聞いた方から評価を聞くことは、学

習者の自信に繋がる活動となる。  

 

 メリット：教材（歌）に親しみやすい、歌詞を覚えることで単語の習得ができる、楽しく文

法を習得できる、発音を理解することができる、など  

 デメリット：音楽を好きとは限らない、隠語や俗語が多数出てくる場合があるため初学者

に適切な教材か意見が分かれる、初学者が学ぶ文法や用法を超えた表現が

出てくるので混乱することがある、など  

 

3.1.2 映像作品を利用した教育  

 

ヴィジュアル教材が豊富になっている今日、機材設備が整えば、映像作品を授業

に利用することで、様々な感覚を同時に駆使する言語体験やインターネットを利用し

たネット通話などが可能となる。情報関連機器が発達した現代は、教室で使用できる

教材という点では、これまで行われてきた授業とは前提を異にしている。ただ、どのレ

ベルの生徒に対してどのような映像作品を使うのか、著作権の問題など、考察しなけ

ればならない点は多い。筆者は新しい情報機器とその教材利用については、積極的

に取り入れてきた。 

 

 教材探索例：  

各種動画（YouTube など）、音楽 PV、映画、TV ドラマ、ミュージシャンやスポーツ

選手のインタビュー、議会（国会・国連など）での演説、など  

 

 メリット：  授業の当該項目に沿った内容を提示することができる、学習者に親しみやす

い素材を使えば積極的な学習が望める、文脈による言葉の意味の違いを理解

させやすい、など  

 デメリット：初学者に難しい表現や、学校教育の現場にふさわしいかどうかを検討すべき

表現や文言が突然現れることがある、事前準備に時間がかかりすぎる、など  

                                                        
4 目黒区青少年プラザ館まつり「ウィンターフェスティバル」  
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3.1.3 コンクールなど学外の活動への参加  

 

東京近郊では高校生向けの大きなフランス語コンクールが存在している。本校で

は学習活動の成果発表の場としてそれを活用している。学外のコンクール等に参加

すると、生徒は他校の生徒との交流を通じて、とかく孤独な作業になりがちな学習の

悩みを打ち明けたり、人間的にも大きく成長を遂げるようである。  

 

 東日本高校生フランス語暗唱コンクール  

 Concours de récitation de l ’Est du Japon  

 主催：アンスティチュ・フランセ横浜、日本フランス語教育学会、慶應義塾大学湘南藤

沢キャンパス  

 後援：在日フランス大使館  

 協力：フランス語教育振興協会、日本フランス語試験管理センター（2017 年度）  

 

2018 年 3 月で第 6 回となるこのコンクールに、本校は第 1 回から出場し続けてい

る。暗唱文は小説・演説・詩など数種類あり、生徒が自ら選ぶことができるため、高い

学習効果を生んでいる。自由に課題文を選ばせると、生徒はかならずしも「楽」な内

容を選ぶわけではない。自らの興味に従って暗唱したい文を選び、そのテクストの背

景までも含めて調べ、学び、発表している。  

 

 東日本高校生フランス語スケッチ・コンクール  

 Concours de sketches de l ’est du Japon pour les lycéens  

 主催：アンスティチュ・フランセ東京、日本フランス語教育学会  

 後援：在日フランス大使館  

 協賛：全日本空輸株式会社（2018 年度）  

 

11 月に行われる寸劇（フランス語で sketch）を暗唱するコンクールである。暗唱コン

クールに比して開催日程がやや早い。求められる寸劇の内容も、登壇者の掛け合い

などもあり、学習者の少ない本校の場合参加は難しかったが、正課となった来年度

以降は参加を検討している。  
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3.2 設置に向けた動き 

 

上記の活動なども追い風となり、本校では 2019 年度より第二外国語の中国語とフ

ランス語が正課としてカリキュラムに含まれることとなった。今回の決定に関しては、昨

今の高等学校を取り巻く状況と世情の変化も大きな要因の一つとなっている。  

今日、高等学校を取り巻く状況は、目まぐるしく変わっているといえる。高大連携

接続改革、センター試験の廃止と大学入学共通テストの導入、学習指導要領の改

訂など、「我が国と世界が大きな転換期を迎えた現在、この教育改革は、幕末から明

治にかけての教育の変革に匹敵する大きな改革」と言われている（高大接続システム

改革会議  2016:3）。グローバル化への対応に力点を置いて改革が進められており、

2018 年 3 月の中央教育審議会による第 3 期教育振興基本計画についての答申で

は、第 1 部Ⅳの「２．社会の持続的な発展を牽引するための多様な力を育成する」項

目において、以下のようにまとめられている（中央教育審議会  2018）。 

 

グローバルに活躍する人材の育成  

○グローバル化の一層の進展が予想される中、日本が抱える社会課題や地球規模

課題を自ら発見し、解決できる能力を有したグローバルに活躍する人材の育成が重

要である。また、言語や文化が異なる人々と主体的に協働していくことができるよう、国

内外の様々な場において、外国語で躊躇せず意見を述べたり、他者と交流し、共生し

ていくために必要な力等を育成していくことが重要である。  

○このため、初等中等教育から高等教育の各段階に応じた国際化に取り組む高等学

校・大学等への支援や英語をはじめとする外国語教育の強化に努めるとともに、豊か

な教養や論理的思考力、我が国の伝統や文化への深い理解、世界の多様な文化の

中で自他の違いを尊重し合いつつ、コミュニケーションを通じて、ともに問題を発見し

解決する能力、困難を乗り越える強い精神力等を育むための教育の充実を図ること

が必要である。  

 

また、2020 年の東京オリンピックを前に、東京都教育委員会（2018）は、「グローバ

ル人材の育成（外国語・国際理解）」で、次のように明確に第二外国語教育の充実

を表明している。 
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多言語学習の充実  

2020 東京オリンピック・パラリンピック競技大会後も見据え、英語以外の外国語を活用

し国際貢献できる人材の育成も重要なテーマです。様々な言語で積極的にコミュニケ

ーションをとる力を高めたり、異文化理解を深めたりする必要があります。  

 

2018 年現在、第二外国語を設置している都立高校は 56 校あり、7 か国語が科目

として教えられている（東京都教育委員会  2016）。別の資料においては、公立では

言語毎の履修者が一番多いのは中国語で、次いで朝鮮・韓国語、3 番目がフランス

語であること、私学では言語毎で最も履修者が多いのは中国語で、次がフランス語、

3 番目が朝鮮・韓国語であることが分かった（山崎  2014:11-22、神谷  2018:218）。 

このような教育改革とグローバル化という大きなうねりのなか、本校も特色のある教

育の一つとして、グローバルコースで第二外国語教育を開始することとなった。開講

する言語については、他の私学でも履修者の多い中国語とフランス語と決定された。  

 

4. これからの授業内容  

 

カリキュラムは現在策定中であるが、グローバルコースの生徒の 1・2 年生に対して、

週 1 時間程度の授業となる予定である。同コースの生徒は、フランス語か中国語のど

ちらかを選択し学習する。  

 

4.1 新しいツールを利用した外国語教育の可能性  

 

本校では 2017 年度に Wi-Fi が全館完備され、2018 年度には全クラスにホワイトボ

ード、プロジェクター、パソコンが完備された。生徒には BYOD5などを適用し、ポートフ

ォリオの入力など積極的にデジタルデバイスを利用した教育が行われている。  

授業も日々新しくなるべきだろう。『Society 5.0 に向けた人材育成〜社会が変わ

る、学びが変わる』では、以下のように明言されている（Society 5.0 に向けた人材育

成に係る大臣懇談会  新たな時代を豊かに生きる力の育成に関する省内タスクフォ

ース 2018:12）。 

 

                                                        
5 Bring Your Own Device の略語。各学習者の情報端末機器を利用して教育活動を行う。  
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現行の高等学校は約  99%の生徒が進学する教育機関となっており、義務教育を終

えた子供たち一人一人が  Society 5.0 を生き抜くために必要な力をそれぞれ身に付

けることができるような場でなくてはならない。（…略…）今こそ、高等学校は、生徒一人

一人が、Society 5.0 における自らの将来の姿を考え、そしてその姿を実現するために

必要な学びが能動的にできる場へと転換することが求められている。  

 

本校ではネット環境がすでに整備されており、新時代に対応した様々な外国語教

育を試みている。以下にあげるのは、すでに実践したものや、その派生案であり、来

年度からの第二言語教育でもさらなる改善を加えて行なわれる予定である。  

 

4.1.1 インターネットを利用した教育  

 

インターネットは教材の宝庫である。上記 3.1.2 で取り上げた映像作品が検索でき

るほか、利用方法は多岐にわたる。ここでは二つの可能性を紹介する。  

 

 ◎ブログ・SNS（Twitter・Facebook・Instagram・LINE）などの利用：  

簡単なフランス語による日記、好きな音楽や小説・スポーツの試合・スポーツ選手・

俳優についての感想他グループ機能 6を使用して単語暗記帳を作る、など  

 

 メリット：  生徒が親しみやすいデバイスを利用した教育活動であり、学習者の日常に溶

け込んだ言語活動ができる、コミュニケーションの実体験に即座に結びつくた

めに、生徒個人が言語使用感を味わうことができる、など  

 デメリット：多数ある SNS の特性を熟知して教育活動に利用しなければならない、情報

を利用したコミュニケーションの常識やルールをあらかじめ教授しなければなら

ない、など  

 

 ◎地図ソフトなどの利用：  

グーグルマップなどでフランスやフランス語圏を紹介する、街中で場所を明示する

表現の演習をグーグルマップの実写映像画面で行う、日本国内で生徒がよく知る

                                                        
6 LINE のグループ機能については公式ホームページ（https://linepc.jp/linegroup/line-13.html）

などを参照。グループ機能とは、本来は友人とグループで会話するサービスであるが、生徒は一

人で単語帳を作ったり、友人と二人でグループを作り単語を提示しあったりして、暗記していた。  
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場所（学校所在地など）や日本の代表的な観光地などについて、実際に街中を

歩き写真を撮るなどして地図を外国語で作成し、地域を紹介するマップを作製す

る7、など 

 

 メリット：  実際の会話状況に近い学習環境を与えることができる、地域に密着した活動

を行うことができる、など  

 デメリット：Wi-Fi 環境など情報通信整備が前提となる活動がある、校外に出るため安

全確認など細かな事前準備が必要、など  

 

生徒の学修レベルが高くなれば、google scholar などを利用し学術論文に触れさ

せ、能動的な学究活動へと導きプレゼンテーションソフトを使用した発表機会を設け

るなど、多様な学びを展開できるだろう。  

 

5.授業以外の活動－スピーチコンテスト、留学生交流、地元行事等への参加など－  

 

3.1.3 で紹介したコンクールなどには、今後も参加する予定となっている。同時に、

外国人留学生を招致し、実際のコミュニケーションの場を設けるとともに、学習活動

の段階的なゴール地点の場として設定することも企画しており、現在調整中である。

また、4.1.1 で作成した地元（目黒区自由が丘）のお散歩地図などをお祭りの場で無

償配布するなど、地元密着型の活動も期待できる。  

教室外の活動を通じて学習の成果を感じ取ると、生徒は教室内で行われている

活動に信頼感を得る。インターネットが普及した現在、様々な機会を捉え、教室を出

ることも、生徒の信頼を得、より良い授業を構築する手段の一つなのかもしれない。  

 

6. おわりに 

 

グローバル化が叫ばれ、英語教育について多くの人が声を上げている今日、第二

外国語については、英語ほど議論が多く聞かれない。それは主に大学の教養課程

に設置されることの多かった第二外国語は、受験に縛られることなく教授法が実践さ

                                                        
7  iPad などを利用し、画面に地図を表示させ、手書き入力で紹介文を書いてみる活動。最新の

デジタルデバイスを利用して、これまでにない形態で学習活動を行うことができる。  
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れてきたためかも知れない。「受験英語」からの脱却は改革論議の一つとなっている

が、例えば日本のフランス語教育現場で「受験フランス語」などの表現は存在しない

ように思える。言語学習の在り方について、受験に縛られずに教授を重ねてきた第二

外国語の教員が英語教育改革に資することは多いのではないだろうか。  

たとえば、日本におけるフランス語の検定試験は、CECR（フランス語では Cadre 

européen commun de référence pour les langues: apprendre, enseigner, évaluer、英

語 では CEFR （ Common European Framework of Reference for Languages : 

Learning, teaching, assessment））に準拠している（表 1）。英語教育改革では各種検

定試験が CEFR のどのランクに値するかについて、2018 年 3 月に文部科学省が対

照表を発表したが、フランス語教育界では対照表は以前より日常的に使用されてい

た。 

表 1 日仏文化協会、フランス語のレベルについて 8 

欧州評議会  

設定レベル  
TE F TCF 

DE LF 

DALF  
仏検  

 

目安  

 0～68  0～99   4・5 級   

A1  
レベル 1  

69～203  

レベル 1  

100～199  

DE LF 

A1  
3 級  

 日常生活の具体的なできごとや自分の意志を簡単に伝えるこ

とができる。また相手がゆっくり繰り返し話してくれれば内容を推

察することができる。  

A2  
レベル 2  

204～360  

レベル 2  

200～299  

DE LF 

A2  
準 2 級  

 日常生活において過去形・現在形を用いて表現することができ

る。  

B1  
レベル 3  

361～540  

レベル 3  

300～399  

DE LF 

B1  
2 級  

 日常生活や旅行で遭遇する大体の状況に対応することができ

る語学力を持ち、身近な話題や興味を持っている分野に関し会

話することができる。既知の話題扱った文章、会話から情報を把

握できる。  

B2  
レベル 4  

541～698  

レベル 4  

400～499  

DE LF 

B2  
準 1 級  

 日常生活で広く対応できる語学力をもち、一般的な話題に対し

て議論ができる。また興味がある分野では、抽象的な話題でも詳

しく内容を理解でき、自分の意見を述べることができる。  

C1  
レベル 5  

699～833  

レベル 5  

500～599  

DALF  

C1  
1 級  

 仕事をはじめとする社会生活において広く対応することができる

語学力を持つ。複雑で専門的な知識を要する文章や情報も、細

部にわたり理解でき、各分野において適切な言葉を柔軟に使い

分けることができる。  

C2  
レベル 6  

834～900  

レベル 6  

600～699  

DALF  

C2  
1 級  

 さまざまな分野において、読み、聞いたものを完全に理解でき

る。微妙なニュアンスをも正確に感じ取り、複雑な文章、情報を

正確に解釈し、情報をまとめ再度表現することができる。  

 

生徒や保護者は受験とりわけ入試科目には敏感になっている。第二外国語を利

用して大学入試に挑む生徒に対して、我々は大学入試センターや各大学がどういう

方針で第二外国語を認めるのか、あるいは認めないのか、説明しなければならない。  

英語の 4 技能評価と資格試験結果を大学入学者選抜に利用することについての

議論は、大きな論争となっている。4 技能評価が英語の試験に適応されるのであれば、

学習指導要領上英語に準ずる（文部科学省 2009：90）とされている第二外国語も 4

                                                        
8 日仏文化協会  フランス語のレベルについて  https://www.ccfj.com/study/niveau/index.html 

[accessed 3 novembre 2018]  
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技能で判断されるべきであり、外部検定試験として認められるのはどの検定試験のど

のレベルなのか、言語毎に明確にしなければならない 9。 

上述の通り、第二外国語教員が取り組むべき課題は多い。我々は目の前にいる

生徒を見つめ、未来を創るために明日も教壇に立つ。本校で新しく始まる正課として

の第二外国語教育を前に、今後も生徒たちのために尽力していく。  

 

（立教大学スポット講師  自由ヶ丘学園高等学校） 
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Some educational challenges of second language education at a 

high school 

 

Hideto TAKIGUCHI 

 

This paper aims to illustrate how a second foreign language course 

begins at a high school in Japan. In a boy's school in Tokyo, Jiyugaoka 

Gakuen high school, where there were no second foreign language courses 

before, it was decided to have a French and a Chinese class starting from 

2019. The author, a French teacher, has been teaching French as a club 

activity, as the school curriculum did not have any second language courses.  

Following the reforms on education promoted by the government, the 

school chose French and Chinese as the second foreign languages they 

teach. With employment of internet and digital devices, a new way  of 

education will commence.  

 

 


